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組織変更及び人事異動に関するお知らせ
当社は、平成31年4月1日付けをもって、下記のとおり組織変更及び人事異動を実施いたしますので、
お知らせいたします。

記
１．組織変更
技術革新への対応、付加価値ビジネスへの転換、ワンストップソリューションの強化により従来以上に
「顧客第一主義」を推進すべく営業部門を主体に組織の抜本的見直しを実施する。
（１）営業部門は、現在の第 2 営業本部を廃止し、地域性を考慮した新たな 3 本部制に再編する。第 1 営
業本部は自動車分野顧客を担当、第 2 営業本部は中部地区、関西地区、九州地区の産業分野顧客を担当、
第 3 営業本部は産業分野顧客（第 2 営業本部担当顧客を除く）を主としＯＡ・民生顧客を担当する。ま
た、特約店ビジネスに就いては、販売体制の強化を目的に各本部へ移管すると共に、特約店ビジネスを
統括する営業推進本部に特約店統括部を新設する。
（２）第３営業本部 第１営業部 甲府営業所を廃止し、第２営業部 立川営業所へ統合する。
（３）新規事業推進本部をプロモートソリューション本部に改称し、部の名称をＣＳＢ1 部、2 部からそ
れぞれプロモート 1 部、2 部へ改称する。
（４）技術部門は、分野・地域両面における技術提案力・サポート力の強化と付加価値ビジネスの促進を
図る観点から改編を実施し、技術本部をカスタマーファーストソリューション本部へ改称し、サポート
体制を分野別から地域別に変更。部の名称を車載ソリューション技術部、プロダクトソリューション技
術部から、それぞれセールスエンジニアリング 1 部、2 部に改称する。
（５）技術本部 品質管理部をカスタマーファーストソリューション本部 品質保証部へ改称する。
（６）本部直轄の組織として、カスタマーファーストソリューション本部 半導体トレーニングセンター
を設置する。
（７）システムソリューション本部 システム第 1・第 2 開発部をそれぞれシステム開発 1 部・2 部へ改称
する。
（８）営業推進本部へ情報システム管理部を編入する。

２．人事異動
新 職 制
上席執行役員 カスタマーファーストソ
リューション本部長
上席執行役員 人事・総務本部長 兼
総務部長
上席執行役員 プロモートソリューショ
ン本部長
執行役員 システムソリューション本部
長
営 業 推 進 本 部 長 兼 特約店統括部長
兼 営業サポート部長
第２営業本部長 兼 第１営業部長
第３営業本部 副本部長 兼 北関東営業
部長
第３営業本部 副本部長
プロモートソリューション本部 副本部
長 兼 プロモート１部長
カスタマーファーストソリューション
本部 副本部長
第１営業本部 エクゼクティブ
プロモートソリューション本部 エクゼ
クティブ
営業推進本部 エクゼクティブ
カスタマーファーストソリューション
本部 エクゼクティブ
第１営業本部 第２営業部長
第２営業本部 第２営業部長
第３営業本部 第１営業部長
第３営業本部 第２営業部長
第３営業本部 第３営業部長
プロモートソリューション本部 プロ
モート２部長
営業推進本部 営業企画部長
営業推進本部 情報システム管理部長
カスタマーファーストソリューション
本部 セールスエンジニアリング 1 部長
カスタマーファーストソリューション
本部 セールスエンジニアリング２部長
カスタマーファーストソリューション
本部 エンベデッドソリューション開発
部長
カスタマーファーストソリューション
本部 品質保証部長
システムソリューション本部 システム
開発１部長
システムソリューション本部 システム
開発２部長
システムソリューション本部 システム
営業部長

氏 名
川田 裕久

旧役職名
上席執行役員 技術本部長

土屋 義隆
澁谷 健

執行役員 人事・総務本部長 兼
部長
執行役員 新規事業推進本部長

斉木 武志

システムソリューション本部長

高橋 秀樹

営業推進本部 営業企画部長

小池 高広
坂本 裕隆

第３営業本部 西日本営業部長
第３営業本部 副本部長

上村 義博
萩原 直樹
渡部 修

第３営業本部 担当部長
新規事業推進本部 副本部長 兼 ＣＳＢ
第１部長
技術本部 副本部長

松井 弘介
浅沼 好

第１営業本部 副本部長
新規事業推進本部 エクゼクティブ

墨谷 和夫
中島 三善

第２営業本部長
技術本部 エクゼクティブ

長谷川 顕広
楠本 憲司
中津井 章雅
小枝 佳昭
有賀 泰弘
松信 正夫

第２営業本部 第１営業部長
第２営業本部 第１営業部 営業３課長
第３営業本部 第２営業部長
第３営業本部 第３営業部長
第１営業本部 第２営業部長
新規事業推進本部 ＣＳＢ第２部長

黒川 和彦
炭谷 純一
伏見 敦

営業推進本部 営業サポート部長
情報システム管理部 システム１課長
技術本部 車載ソリューション技術部長

寺本 賢司

技術本部 プロダクトソリューション技
術部長
技術本部 エンベデッドソリューション
開発部長

諏訪 修之

総務

園部 泰夫

技術本部 品質管理部長

黒澤 龍雄

システムソリューション本部 システム
第１開発部長
システムソリューション本部 システム
第２開発部長
システムソリューション本部 システム
営業部 システム営業１課長

岡田 亮二
小川 正直

以上

