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2022年12月14日 

各  位 

会社名 株式会社 タダノ 

                               代表者名 代表取締役社長 氏家 俊明 

（コード番号6395 東証プライム市場） 

お問い合わせ先 執行役員 吉田 耕三 

（TEL 087-839-5601） 

 

 

執行役員人事等に関するお知らせ 

 

このたび、当社は、執行役員人事につき、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。 

 

１．退任執行役員（2名）：2022年12月31日付 

氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

イェンス・エネン 

執行役員常務 

グローバルオフィサー 

欧州事業部門担当 

グローバルオフィス（ＡＴ・ＣＣ・ＴＢＣ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH取締役社長 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH取締役社長 

インゴ・シラー 

執行役員 

グローバルオフィサー 

マーケティング部門担当 ＣＭＯ 

グローバルオフィス（グローバルマーケティング） 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役 

注）１．イェンス・エネンは、1月 1日付でﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに就任予定。 

２．インゴ・シラーは、1月 1日付でﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに就任予定。 

 

２．昇格執行役員（1名）：2023年1月1日付 

（新）役職・担当・委嘱業務 氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

取締役執行役員専務 

グローバルオフィサー 

欧州事業部門担当（欧州事業ＣＥＯ） 

グローバルオフィス（ＡＴ・ＣＣ・ＴＢ

Ｃ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長・

CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH取締役社長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH取締役社長・CEO 

澤田  憲一 

取締役執行役員常務 

グローバルオフィサー 

ものづくり 関連 

インド事業部門担当 

グローバルオフィス（ＲＴ・ＴＣ） 
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３．担当・委嘱業務の変更（8名）：2023年1月1日付 

（新）役職・担当・委嘱業務 氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

代表取締役社長・ＣＥＯ 氏家  俊明 
代表取締役社長・ＣＥＯ 

欧州事業部門統括 

取締役執行役員常務 

グローバルオフィサー 

開発部門担当 

グローバルオフィス（ＲＴ・ＴＣ、Ｒ＆

Ｄ） 

合田  洋之 

取締役執行役員常務 

研究・開発 関連 

開発部門担当 

執行役員常務 

米州事業部門担当（米州事業ＣＥＯ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締役会長・CEO 

飯村  慎一 

執行役員常務 

米州事業部門統括 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締役会長・CEO 

執行役員常務 

欧州事業部門担当補佐（欧州事業ＣＦ

Ｏ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役・CFO 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH取締役 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH取締役 

小滝  哲 

執行役員常務 

欧州事業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長 

執行役員常務 

グローバルオフィサー 

グローバル事業推進部門・営業統括部門

担当 

ＤＸ推進担当 

グローバルオフィス（グローバルストラ

テジー） 

グローバル事業推進部長 

八代 倫明 

執行役員常務 

グローバルオフィサー 

ⅠＣＴ部門・営業統括部門担当 

マーケティング部門・インド事業部門担当

補佐 

ＤＸ推進担当 

グローバルオフィス（グローバルストラテ

ジー） 

グローバル事業推進部長 

執行役員 

中国事業部門担当（中国事業ＣＥＯ） 

中国総代表 

程 箭 

執行役員 

中国事業部門担当 

中国総代表 

執行役員 

企画管理部門担当 

コンプライアンス担当 

経営企画部長 

吉田  耕三 

執行役員 

企画管理部門担当 

コンプライアンス担当 

戦略企画室長 

執行役員 

豪亜営業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取締役社長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｵｾｱﾆｱ Pty Ltd.取締役会長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｲﾀﾙﾀｲ Co., Ltd.取締役会長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｸﾚｰﾝｽﾞ・ｲﾝﾃﾞｨｱ Pvt.Ltd.取締役会

長 

福井  敬 

執行役員 

豪亜営業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取締役社長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｵｾｱﾆｱ Pty Ltd.取締役会長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｲﾀﾙﾀｲ Co., Ltd.取締役会長 

注）１．アンダーライン部が変更部分。 
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注）２．取締役の「関連」、「（事業部門）統括」を廃止し、業務執行の責任体制を明確化する。 

注）３．グローバルでの戦略企画を強化するために、新たにグローバル事業推進部門を新設し、ⅠＣＴ部

門、マーケティング部門、戦略企画室を再編のうえ同部門に統合する。 

注）４．インド事業部門の業態変更に伴い同事業部門を廃止する。なおﾀﾀﾞﾉ・ｴｽｺｰﾂ・ｲﾝﾃﾞｨｱ Pvt. Ltd.は 

今月中に新社名「ﾀﾀﾞﾉ・ｸﾚｰﾝｽﾞ・ｲﾝﾃﾞｨｱ Pvt.Ltd.」へ変更予定。 

 

４．新任理事（1名）：2023年1月1日付 

氏 名 役職・担当・委嘱業務 

木曽 卓 

理事 

グローバルオフィサー 

グローバルオフィス（ＴＭ・ＡＷＰ） 

 

５．退任理事（1名）：2022年12月31日付 

氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

浦野  輝虎 

理事 

グローバルオフィサー 

グローバルオフィス（ＴＭ・ＡＷＰ） 

高所・ＴＭ営業部長 

注）１．浦野  輝虎は、1月 1日付で営業統括部門 付顧問（非常勤）に就任予定。 

 

 

以 上 
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（ご参考）「取締役及び執行役員・技監・理事の役職、担当及び委嘱業務」（2023.1.1 付） 

役 職 氏 名 担当業務 委嘱業務 

代表取締役会長 多田野 宏一    

代表取締役社長・ＣＥＯ 氏家  俊明   

取締役執行役員専務 

グローバルオフィサー 
澤田  憲一 

欧州事業部門担当（欧州事業Ｃ

ＥＯ） 

グローバルオフィス（ＡＴ・Ｃ

Ｃ・ＴＢＣ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

取締役社長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH取締役社

長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH取締役社

長・CEO 

取締役執行役員常務 

グローバルオフィサー 
合田  洋之 

開発部門担当 

グローバルオフィス（ＲＴ・Ｔ

Ｃ、Ｒ＆Ｄ） 

 

取締役（筆頭独立社外） 村山  昇作   

取締役（社外） 石塚  達郎   

取締役（社外） 大塚  聡子   

取締役（社外） 金子  順一   

取締役（社外） 蓼沼  宏一   

執行役員常務 飯村  慎一 
米州事業部門担当（米州事業Ｃ

ＥＯ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取

締役社長・CEO 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締役会

長・CEO 

執行役員常務 小滝  哲 
欧州事業部門担当補佐（欧州事

業ＣＦＯ） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

取締役（CFO） 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH取締役 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH取締役 

執行役員常務 安富  雄史 国内営業部門担当 国内営業企画部長 

執行役員常務 

グローバルオフィサー 
八代 倫明 

グローバル事業推進部門・営業

統括部門担当 

ＤＸ推進担当 

グローバルオフィス（グローバ

ルストラテジー） 

グローバル事業推進部長 

執行役員 程 箭 
中国事業部門担当（中国事業Ｃ

ＥＯ） 
中国総代表  

執行役員 徳田  裕司 ＣＳ部門担当  

執行役員 森田  士朗 欧州技術研究部門担当 
ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

取締役（技研担当） 

執行役員 吉田  耕三 
企画管理部門担当 

コンプライアンス担当 
経営企画部長 

執行役員 入船  雄一 購買部門担当  

執行役員 野口  真児 
日本技術研究部門担当 

開発部門担当補佐 
 

執行役員 木島  達也 品質安全部門担当 品質管理部長 

執行役員 二村  泰寛 生産部門担当  
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執行役員 福井  敬 豪亜営業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取締役

社長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｵｾｱﾆｱ Pty Ltd.取締

役会長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｲﾀﾙﾀｲ Co., Ltd.取締

役会長 

ﾀﾀﾞﾉ・ｸﾚｰﾝｽﾞ・ｲﾝﾃﾞｨｱ

Pvt.Ltd.取締役会長 

 

技監 宗野  雄二  試験研究部長 

理事 橋本  勝久  経理部長 

理事 

グローバルオフィサー 
木曽 卓 

グローバルオフィス（ＴＭ・Ａ

ＷＰ） 
 

*アンダーライン部が変更部分。                                                       

 

 以上 


