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人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 1 日付で人事異動を実施することを決定いたしましたので、その主要な部分について
お知らせいたします。

1. 主な人事異動
ア）執行役員
氏 名
石川 清志

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）
取締役常務執行役員 技術本部長
兼 先端技術研究所長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
取締役常務執行役員 技術本部長

猪塚 武美

取締役執行役員 技術本部 西日本 PLM 統括部長
兼 先端技術研究所副所長

取締役執行役員 先端技術研究所副所長

深田 徹

上席執行役員 経営企画統括部長

執行役員 経営企画統括部長

木村 俊規

上席執行役員 技術本部 PLM 開発統括本部長

執行役員 技術本部 PLM 開発統括本部長

藤田 博昭

上席執行役員 会長補佐
兼 法務・ガバナンス統括部長

執行役員 会長補佐

中村 隆宏

執行役員 技術本部 中部・西日本 S&S 統括本部長

執行役員 技術本部
中部・西日本 S&S 推進統括本部長

木原 実

執行役員 営業本部 中部・西日本統括本部
西日本営業統括部長

営業本部 中部・西日本統括本部
西日本営業統括部長

高木 淳

執行役員 技術本部 SI 統括本部長

技術本部 PLM 開発統括本部
PLM SI 推進統括部長

大笹 吉浩

執行役員 技術本部 中部 PLM 統括部長

技術本部 中部・西日本 PLM 推進統括本部
中部 PLM 推進統括部長

中田 義弘

営業本部 フェロー

執行役員 営業本部 HPC システム統括本部長

イ）営業本部
氏 名

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）

堀江 啓太

理事 製造システム統括本部 宇都宮事業所長

池田 亮太

理事 製造システム統括本部
製造システム第一統括部長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
製造システム統括本部
製造システム第三統括部長
製造システム統括本部
製造システム第三統括部副統括部長

氏 名
島原 壮平
徳永 幸樹
小黒 浩嗣
三枝 昌樹
中村 義雄

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）
製造システム統括本部
製造システム第一統括部 第二営業部長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
製造システム統括本部
製造システム第三統括部 マネージャー

理事 製造システム統括本部
製造システム第二統括部長

製造システム統括本部
製造システム第二統括部長

製造システム統括本部
製造システム第二統括部 第一営業部長
製造システム統括本部
製造システム第二統括部 第二営業部長
兼 ソリューション本部 生産技術第二推進部長
理事 製造システム統括本部
製造システム第三統括部長

製造システム統括本部
製造システム第二統括部 製造システム営業部長
ソリューション本部 生産技術第二推進部長
自動車システム統括部長

竹内 亮

製造システム統括本部
製造システム第三統括部 第一営業部長

自動車システム統括部 マネージャー

中根 宏

製造システム統括本部
製造システム第三統括部 第二営業部長

自動車システム統括部 マネージャー

佐藤 浩之

製造システム統括本部 東北営業統括部長

製造システム統括本部 東北営業部長

小林 栄一

製造システム統括本部 静岡営業統括部長

製造システム統括本部
製造システム第一統括部長

春川 哲也

ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム第一統括部 営業部長

ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム統括部 マネージャー

宮本 高明

理事 ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム第二統括部長

ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム統括部副統括部長

村上 慈朗

ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム第二統括部 営業部長

ハイテク産業システム統括本部
ハイテク産業システム統括部 マネージャー

座間 清

理事 産業システム統括本部長

産業システム統括本部長

古屋 大陽

産業システム統括本部
産業システム第一統括部 営業部長

産業システム統括本部
産業システム第一統括部 マネージャー

中島 智史

産業システム統括本部
産業システム第二統括部 営業部長

産業システム統括本部
産業システム第二統括部 産業システム営業部長

伊藤 慶彦

産業システム統括本部
産業システム第三統括部 営業部長

産業システム統括本部
産業システム第三統括部 マネージャー

鶴見 昌久

基盤システム統括部 営業部長

基盤システム統括部長

ウ）ソリューション本部
氏 名
石田 大輔

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）

品質管理ソリューション推進部長

CAE・MBD 推進部 担当部長

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）
理事 PLM 開発統括本部 PLM ビジネス統括部長
兼 ソリューション本部 PLM 推進部長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
PLM 開発統括本部 PLM ビジネス推進統括部長
兼 ソリューション本部 PLM 推進部長

清水 謙一

PLM 開発統括本部
PLM ビジネス統括部 PLM ビジネス第一部長

PLM 開発統括本部 PLM ビジネス推進統括部
PLM ビジネス第一推進部長

加藤 功

PLM 開発統括本部
PLM ビジネス統括部 PLM ビジネス第二部長

PLM 開発統括本部 PLM ビジネス推進統括部
PLM ビジネス第二推進部長

エ）技術本部
氏 名
濱崎 元

氏 名
中新 渉

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）
理事 PLM 開発統括本部
PLM サービス統括部長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
PLM 開発統括本部 PLM サービス推進統括部長

横溝 智史

PLM 開発統括本部 PLM サービス統括部
CAE ソリューション部長

PLM 開発統括本部 CAE ソリューション統括部
CAE ソリューション推進部副部長

関谷 尚之

理事 PLM 開発統括本部
システム開発統括部長

PLM 開発統括本部 システム開発統括部長

本田 賢司

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 PLM 技術部長

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 PLM 技術推進部長

千代川 剛

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 PLM サービス部長

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 PLM サービス推進部長

秋山 信也

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 システム開発部長

PLM 開発統括本部
システム開発統括部 システム第一開発部長

横溝 智史

PLM 開発統括本部 PLM サービス統括部
CAE ソリューション部長

PLM 開発統括本部 CAE ソリューション統括部
CAE ソリューション推進部副部長

水野 仁

SI 統括本部 PLM SI 統括部 H-PLM 推進部長

PLM 開発統括本部 3DExperience 推進部長

吉川 徹

SI 統括本部 PLM SI 統括部 宇都宮 CS 部長

PLM 開発統括本部
PLM SI 推進統括部 宇都宮 CS 推進部長

井上 智弘

SI 統括本部 PLM SI 統括部 PLM 基盤部長

PLM 開発統括本部
PLM SI 推進統括部 PLM インフラ基盤推進部長

近藤 壮雄

SI 統括本部
PLM SI 統括部 宇都宮システムサービス部長

PLM 開発統括本部 PLM SI 推進統括部
宇都宮システムサービス推進部長

黒須 文夫

SI 統括本部
PLM SI 統括部 H-IT プロジェクト部長

PLM 開発統括本部
PLM SI 推進統括部 H-IT プロジェクト推進部長

二見 鉄郎

SI 統括本部 東日本 S&S 統括部長

東日本 S&S 推進統括部長

井出 貴久

SI 統括本部 東日本 S&S 統括部
第一サーバーソリューション部長

東日本 S&S 推進統括部
第一サーバーソリューション推進部長

鈴木 誉

SI 統括本部 東日本 S&S 統括部
第二サーバーソリューション部長

東日本 S&S 推進統括部
第二サーバーソリューション推進部長

林 幹治

SI 統括本部 東日本 S&S 統括部
システムサービス第一部長

東日本 S&S 推進統括部
ストレージソリューション推進部長

奥村 雅史

SI 統括本部 東日本 S&S 統括部
システムサービス第二部長

東日本 S&S 推進統括部
第二システムサービス推進部長

今村 吉広

CS 統括部 CLC 推進部長

CS 推進統括部 CLC 推進部 CLC 第一推進室長

近藤 竹行

CS 統括部 CSC 推進部長

CS 推進統括部 CSC 推進部長

高橋 慎一

中部 PLM 統括部 中部 PLM ソリューション部長

伊藤 耕介

中部 PLM 統括部 中部 3D ソリューション部長

石坂 裕一

中部 PLM 統括部 システム開発部長

林 千晴

中部 PLM 統括部 M プロジェクト部長

中部・西日本 PLM 推進統括本部
中部PLM 推進統括部 中部PDM ソリューション推進
部 プロジェクト推進室長
中部・西日本 PLM 推進統括本部
中部 PLM 推進統括部
中部 3D ソリューション推進部長
中部・西日本 PLM 推進統括本部
中部 PLM 推進統括部 システム開発推進部長
中部・西日本 PLM 推進統括本部
中部 PLM 推進統括部 中部 3D ソリューション推進
部 M プロジェクト推進室 担当部長

氏 名
都成 孝之
岡田 伸介

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
中部・西日本 PLM 推進統括本部
西日本PLM 統括部 西日本PLM ソリューション部長 西日本 PLM 推進統括部
西日本 PLM ソリューション推進部長
中部・西日本 S&S 推進統括本部
中部・西日本 S&S 統括本部 西日本第一 IT 部長
西日本第一 IT 推進部長

中尾 智彦

中部・西日本 S&S 統括本部 西日本第二 IT 部長

中部・西日本 S&S 推進統括本部 西日本第一 IT 推
進部 第三サーバーソリューション推進室長

西川 浩司

中部・西日本 S&S 統括本部 西日本第三 IT 部長

中部・西日本 S&S 推進統括本部
西日本第二 IT 推進部長

林 靖高

中部・西日本 S&S 統括本部 中部 IT 部長

中部・西日本 S&S 推進統括本部 中部 IT 推進部長

新役職（2019 年 4 月 1 日以降）
法務・ガバナンス統括部 技術管理部長
兼 管理本部 情報システム部長

旧役職（2019 年 3 月 31 日まで）
技術管理部長
兼 管理本部 情報システム部長

管理本部 労務管理部長

管理本部 労務管理室 主任

オ）管理部門
氏 名
久保 博司
岩村 康男

以 上

