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新役職 現役職 氏名

情報ｼｽﾃﾑ部 担当部長 人事部 担当部長 長谷川　仁

UPDｵﾌｨｽ UPD ｼﾞﾔﾄｺ ﾒｷｼｺ社へ出向 甲斐　啓之

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｾｰﾙｽ部 担当部長 塩飽　聡子

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 主管
(兼)未来技術ｾﾝﾀｰ 主管

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｾｰﾙｽ部 主管
(兼)未来技術ｾﾝﾀｰ 主管

米山　信行

国内営業部 部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｾｰﾙｽ部 部長 藤森　直樹

海外営業部 部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｾｰﾙｽ部 担当部長 杉山　浩貴

ｱﾌﾀｰｾｰﾙｽ部 部長 UPDｵﾌｨｽ 有松　正夫

ｱﾌﾀｰｾｰﾙｽ部 主管 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｾｰﾙｽ部 担当部長 亀島　章良

ｱﾌﾀｰｾｰﾙｽ部 主管 お客さま品質保証部 主管 瀧　高弘

原価企画部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管 尋木　慎一

財務部 主管
(兼)原価企画部 主管

ｼﾞﾔﾄｺ（広州）自動変速機有限公司へ出向 杉本　芳明

人事部 部長 人事部 担当部長 片多　英樹

人事部 担当部長 ｼﾞﾔﾄｺ ﾒｷｼｺ社へ出向 秋山　正史

お客さま品質保証部 部長
FR A/T工場 工場長
(兼)品質保証部 主管

松田　浩

品質企画管理部 主管 品質保証部 担当部長 田淵　憲治

R&Dﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部 部長
(兼)財務部 主管
(兼)R&Dﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部開発品質管理室 室長(事)
(兼)R&Dﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部厚木開発事業所 所長(事)

R&Dﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部 部長
(兼)財務部 主管
(兼)R&Dﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部厚木開発事業所 所長(事)

相馬　芳久

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管
(兼)原価企画部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

黒川　秀二

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管
（ｼﾞﾔﾄｺ 韓国ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ社より出向入社）

ｼﾞﾔﾄｺ 韓国ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ社 朴　徹

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管
（ｼﾞﾔﾄｺ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）より出向入社）

ｼﾞﾔﾄｺ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 大原　俊樹

未来技術ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 未来技術ｾﾝﾀｰ 主管 瀬川　俊明

未来技術ｾﾝﾀｰ 主管
先行技術開発部 主管
(兼)未来技術ｾﾝﾀｰ 主管

日比　利文

未来技術ｾﾝﾀｰ 主管 技術統括部 主管 内藤　智之

先行技術開発部 部長
(兼)日産自動車（株）
（日産自動車（株）より出向入社）

日産自動車（株）
（兼）先行技術開発部 部長

龍田　浩

部品ｼｽﾃﾑ開発部 主管 部品ｼｽﾃﾑ開発部 主担 前田　誠

部品ｼｽﾃﾑ開発部 主管 ｼﾞﾔﾄｺ（広州）自動変速機有限公司へ出向 溝口　裕幸

制御ｼｽﾃﾑ開発部 部長
制御ｼｽﾃﾑ開発部 主管
(兼)先行技術開発部 主管

田中　寛康

制御ｼｽﾃﾑ開発部 主管
(兼)ｼｽﾃﾑ開発室 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

制御ｼｽﾃﾑ開発部 主管
(兼)ｼｽﾃﾑ開発室 主管

佐藤　理

制御ｼｽﾃﾑ開発部 主管 制御ｼｽﾃﾑ開発部 主担 鈴木　明人

実験部 部長 実験部 主管 石森　義則

実験部 主管
実験部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

落合　辰夫
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実験部 主管 実験部 主担 小泉　勝裕

実験部 主管 実験部 主担 西村　邦彦

ﾃｸﾆｶﾙ原価低減推進室 室長
ﾃｸﾆｶﾙ原価低減推進室 室長
(兼)ｼﾞﾔﾄｺ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）へ出向

新明　正弘

調達管理部 主管
調達管理部 主管
(兼)調達ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ 主管

福井　雅己

調達ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ 担当部長
(兼)ﾃｸﾆｶﾙ原価低減推進室 主管
(兼)品質保証部 主管

調達ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ 担当部長
(兼)調達部 主管
(兼)品質保証部 主管

牧野　克己

調達部 主管
(兼)調達ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰ 主管

日産自動車（株）へ出向
(兼)調達部 主管

堀田　清

JEPS推進部 部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

部品技術部 部長 高星　英紀

JEPS推進部 主管
(兼)財務部 主管

JEPS推進部 部長
(兼)財務部 主管

野村　剛康

CVT工場 工場長
(兼)品質保証部  主管

ｼﾞﾔﾄｺ ﾒｷｼｺ社へ出向 有安　健

FF A/T工場 工場長
(兼)品質保証部  主管

部品技術部 主管 菅原　康博

FR A/T工場 工場長
(兼)品質保証部 主管

FF A/T工場 工場長
(兼)品質保証部 主管

山崎　文男

素形材工場 工場長
(兼)品質保証部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

部品技術部 担当部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

渡邉　哲郎

素形材工場 副工場長
(兼)部品技術部 主管
(日産自動車（株）より転籍入社)

FR A/T工場 副工場長
(兼)部品技術部 主管
(日産自動車（株）より出向)

中澤　康一

素形材工場 副工場長
(兼)部品技術部 主管

FR A/T工場 主管 直井　栄一

品質保証部 担当部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

品質保証部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

服部　誠

品質保証部 主管 日産自動車（株）へ出向 野山　政仁

工務部 部長
CVT工場 工場長
(兼)品質保証部 主管

望月　孝之

生産管理部 部長
（日産自動車(株)より出向入社）

日産自動車（株） 佐野　剛

技術統括部 部長
技術統括部 部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

瀧戸　一晶

技術統括部 主管
部品技術部 主管
(兼)ｼｽﾃﾑ開発室 主管

飛岡　啓

技術統括部 主管 ｼﾞﾔﾄｺ ﾀｲﾗﾝﾄﾞ社へ出向 三島　学

ﾕﾆｯﾄ技術部 部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

ﾕﾆｯﾄ技術部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

斎藤　寿

ﾕﾆｯﾄ技術部 主管 技術統括部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進課 主担 秋山　智宏

部品技術部 部長 ﾕﾆｯﾄ技術部 部長 鈴木　優

部品技術部 主管 ｼﾞﾔﾄｺ（広州）自動変速機有限公司へ出向 田中　毅

試作部 部長
(兼)日産自動車（株）へ出向

試作部 主管
(兼)日産自動車（株）へ出向

鈴木　真

日産自動車（株）へ出向
(兼)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管 齊藤　勤

日産自動車（株）へ出向
(兼)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主管

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 主担 奥村　直俊


