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2021年 3月 24日 

2021年4月1日付 部長級人事異動 

 

新役職 現役職 氏 名 

経営企画部 部長 

(兼)グローバル広報部 部長 

(兼)ジヤトコ 韓国サービス社 

経営企画部 部長 

(兼)ジヤトコ 韓国サービス社 
甲斐 啓之 

経営企画部 主管 経営企画部 主担 中川 季昭 

グローバル広報部 主管 グローバル広報部 部長 藤田 雅子 

情報システム部 部長 SCM 部 主管 土屋 敦 

営業部 部長 営業部 担当部長 武藤 宏幾 

原価企画部 部長 ジヤトコ（広州）自動変速機有限公司 河西 紀雄 

財務部 部長 財務部 主管 渡邉 隆之 

コーポレート品質保証部 部長 
日産自動車（株） 

(兼)プロジェクト推進部 S-PCE 
塩見 淳 

コーポレート品質保証部 主管 ジヤトコ タイランド社 林崎 禎 

開発部門 エキスパートリーダー 日産自動車（株） 小野山 泰一 

ＪＥＤＳ推進部 部長 

(兼)厚木開発事業所 所長(事） 
ユニットシステム開発部 部長 飯田 敏司 

ＪＥＤＳ推進部 主管 
ＪＥＤＳ推進部 主管 

(兼)デジタルイノベーション推進部 主管 
石動谷 充康 

ユニットシステム開発部 部長 日産自動車（株） 相河 隆伸 

ユニットシステム開発部 主管 

(兼)日産自動車（株） 
ユニットシステム開発部 主管 鈴木 明人 

ユニットシステム開発部 主管 

(兼)日産自動車（株） 
ユニットシステム開発部 主管 若山 英史 

ユニットシステム開発部 主管 ユニットシステム開発部 主担 友田 滋 

プロジェクト推進部 PCE 

(兼)ジヤトコ エンジニアリング（株） 
プロジェクト推進部 PCE 小長谷 文人 

バリューエンジニアリング推進室 室長 

(兼)プロジェクト推進部 主管 
ジヤトコ（広州）自動変速機有限公司 三浦 憲大 

部品システム開発部 部長 

(兼)日産自動車（株） 

部品システム開発部 部長 

(兼)イノベーション技術開発部 主管 

(兼)日産自動車（株）  

山本 毅 

部品システム開発部 主管 
部品システム開発部 主管 

(兼)イノベーション技術開発部 主管 
千葉 康雄 

部品システム開発部 主管 
部品システム開発部 主管 

(兼)イノベーション技術開発部 主管 
早川 和宏 
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部品システム開発部 主管 

(兼)ＪＥＤＳ推進部 主管 

部品システム開発部 主管 

(兼)ＪＥＤＳ推進部 主管 

(兼)イノベーション技術開発部 主管 

兒玉 仁寿 

部品システム開発部 主管 
部品システム開発部 主管 

(兼)イノベーション技術開発部 主管 
鈴木 勝則 

制御システム開発部 主管 

(兼)ユニットシステム開発部 主管 

制御システム開発部 主担 

(兼)ユニットシステム開発部 主担 
河口 高輝 

制御システム開発部 主管 制御システム開発部 主担 鈴木 正己 

プロジェクト調達部 部長 

(兼)日産自動車（株） 
プロジェクト調達部 主管 佐藤 篤 

ＪＥＰＳ統括部 部長 ＪＥＰＳ推進部 部長 相馬 芳久 

ＪＥＰＳ統括部 担当部長 

(兼)人事総務部 主管 

ＪＥＰＳ推進部 担当部長 

(兼)人事総務部 主管 
秋山 正史 

ＪＥＰＳ統括部 主管 

ＣＶＴ工場 課長 

(兼)技術統括部 主担 

(兼)部品技術部 主担 

椿 直樹 

第一パワートレイン工場  工場長 ＣＶＴ工場  工場長 鈴木 優 

第一パワートレイン工場  副工場長 ＪＥＰＳ推進部 主管 三島 学 

第二パワートレイン工場  工場長 Ａ／Ｔ工場 工場長 島田 秀一 

第二パワートレイン工場  副工場長 技術統括部 主管 岩科 浩一 

工務部 部長 
工務部 部長 

(兼)日産自動車（株） 
加藤 直樹 

SCM 部 部長 SCM 部 主管 池谷 淳 

SCM 部 主管 SCM 部 課長 佐野 征治 

SCM 部 シニアエキスパート SCM 部 部長 佐野 剛 

技術統括部 主管 技術統括部 課長 豊森 宏 

技術統括部 主管 技術統括部 主担 水谷 佳郎 

技術統括部 主管 

部品技術部 主管 

(兼)技術統括部 主管 

(兼)日産自動車（株） 

出渕 耕司 

ユニット技術部 部長 

ユニット技術部 主管 

(兼)技術統括部 主管 

(兼)日産自動車（株） 

秋山 智宏 

ユニット技術部 主管 

(兼)技術統括部 主管 

(兼)日産自動車（株） 

ＣＶＴ工場 副工場長 井上 智宏 

部品技術部 主管 

(兼)技術統括部 主管 

(兼)日産自動車（株） 

技術統括部 主管 小笠原 寛 
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部品技術部 主管 

(兼)技術統括部 主管 
品質保証部  主管 鈴木 健史 

 


