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２０１５年１月１日付

  組織変更および役員の職務分担の変更、顧問の委嘱、人事異動について

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：豊田周平）は、下記のとおり、組織変更    

および役員の職務分担の変更、顧問の委嘱、人事異動を行います。

１．主な組織変更の内容 ※新組織 ７５部（変更前と比較し、２部減少）

１）部組織の変更

（１）新設

① シートカバーの技術開発を促進するため、

ＢＲ－ＳＡ※１室、材料技術開発部 表皮開発室、試作部 型取り室を

統合し「シートカバー技術開発部」とする

※１ Supreme Appearance

② 内装システムサプライヤー事業を強化するため、

トリム標準部品設計部、第１トリム設計部、第２トリム設計部を再編し、

「第１内装ＳＳ※２開発部」、「第２内装ＳＳ開発部」、

「内装部品開発部」、「内装先行開発部」とする

※２ System Supplier

        ③ 安全衛生部、環境部を統合し「安全衛生環境部」とする

        ④ 豊橋北製造部、豊橋南製造部を統合し「豊橋製造部」とする

（２）再編

① プロダクトデザイン機能を強化するため、ＢＲ－ＳＮＷ※３室を「デザイン部」に統合

※３ Supreme Needle Work

２．取締役・常務役員の職務分担

（変更のあった取締役・常務役員のみ記載、太字＝変更部分）

新担当 旧担当 役職・氏名

欧州・アフリカ地域本部 統括

トヨタ紡織ヨーロッパ 会長

内装ＳＳ事業 統括

技術開発本部 本部長

ＡＣＴ事業本部 副本部長

製品企画開発センター センター長

トリム開発センター センター長

ＢＲシート機器先行開発室 統括

欧州・アフリカ地域本部 統括

トヨタ紡織ヨーロッパ 会長

技術開発本部 本部長

ＡＣＴ事業本部 副本部長

製品企画開発センター センター長

ＢＲ－ＳＮＷ室、ＢＲ－ＳＡ室、

ＢＲシート機器先行開発室 統括

取締役副社長

宮寺 和彦

２０１４年１２月２５日
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新担当 旧担当 役職・氏名

内装製品（カーペット・天井） 統括

製品企画開発センター 副センター長

トリム開発センター 副センター長

原価質量企画部 担当

内装製品（カーペット・天井） 統括

トリム開発センター センター長

製品企画開発センター 副センター長

原価質量企画部 担当

常務役員

渡辺 尚人

欧州・アフリカ地域本部 品質・生準担当

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

内装先行開発部 担当

内装アッセンブリー生技センター センター長

欧州・アフリカ地域本部 品質・生準担当

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

内装アッセンブリー生技センター センター長

常務役員

加納 伸二

内装ＳＳ事業 副統括

収益改善推進本部 副本部長

収益改善推進本部 副本部長 常務役員

亀野 宙一

３．顧問の委嘱

新担当 旧担当 氏名

経理部 主査 ―
（２０１５年１月１日付 トヨタ自動車株式会社より出向）

笛田 泰弘

４．人事異動 （部をまたぐ異動者、部門長・拠点長の異動、昇格者（○）のみ記載）

Ｇ０※ ２名  ※従来の参与

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

生産調査部 部長 生産調査部 部長 ○内藤 雅俊

トヨタ紡織ヨーロッパ（ＳＶＰ）

[兼] トヨタ紡織ソマン 社長
トヨタ紡織ソマン 社長

○ジャン リュック

○エヌビック

Ｇ１※ ４４名  ※従来の基幹職１級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

営業企画部 プロジェクト推進室 室長 トヨタ営業部 プロジェクト推進室 室長 杉浦 充

営業企画部 プロジェクト推進室 主査 トヨタ営業部 プロジェクト推進室 主査 尾関 壽仁

グローバル人材開発部 主査 ―
（２０１５年１月１日付 トヨタ自動車株式会社より出向）

渡辺 秀彦

技能育成センター 技能育成室 主査 安全衛生部 主査 藤根 茂芳

品質管理部 部長 シート生技部 主査 武内 仁

技術管理部 設計品質向上推進室 室長 原価質量企画部 ＶＩ推進室 室長 福永 悟

製品企画開発センター ＥＰＭ 第２トリム設計部 部長 ○竹嶋 知彦

製品企画開発センター ＰＭ１チーム ＥＰＭ 製品企画開発センター ＥＰＭ 大山 修司

製品企画開発センター ＰＭ２チーム ＰＭ トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 鈴木 由康

製品企画開発センター ＰＭ２チーム ＰＭ 製品企画開発センター ＰＭ２チーム ＰＭ ○高田 直樹

製品企画開発センター ＰＭ３チーム ＥＰＭ 製品企画開発センター ＰＭ３チーム ＰＭ ○小島 和美

試作部 試作調達室 室長
第１シート設計部 第１２シート設計室

室長
平松 淳
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（Ｇ１のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

試作部 内装試作室 試作技術グループ

グループ長
製品企画開発センターＰＭ１チーム ＥＰＭ 太田 孝正

デザイン部 部長 ＢＲ－ＳＮＷ室 室長 冨永 尚喜

シートカバー技術開発部 部長 ＢＲ－ＳＡ室 室長 森 孝弘

シートカバー技術開発部 型取り室 室長 技術管理部 設計品質向上推進室 室長 筒井 克彦

第２内装ＳＳ開発部 部長 トヨタ紡織アメリカ 出向 浦津 政美

内装部品開発部 部長

[兼]内装先行開発部 部長
トリム標準部品設計部 部長 多和田 和広

内装部品開発部 主査 トリム標準部品設計部 主査 津谷 英希

内装先行開発部 主査 先行開発部 バイオ技術開発室 室長 永谷 保

生産調査部 主査 トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 廣田 健二

生技管理部 部長 生技管理部 米州生技企画室 室長 鳥居 秀紀

生技管理部 米州生技企画室 室長 トヨタ紡織アメリカ 出向 梶田 尚樹

メタル生技部 部長 メタル生技部 部長 ○伊藤 正美

製造センター ＶＡ推進室 室長 製品企画開発センターＰＭ３チーム ＥＰＭ 髙橋 淳一

製造センター ＶＡ推進室 主査 原価質量企画部 ＶＩ推進室 主査 木下 裕士

安全衛生環境部 部長 環境部 部長 平 傑

刈谷製造管理部 部長 刈谷製造管理部 部長 ○松葉口 学

トヨタ紡織アメリカ 出向 生技管理部 部長 加藤 康久

トヨタ紡織アメリカ 出向 技術管理部 開発能力向上推進室 室長 深見 茂夫

ＴＢＤＮテネシー ＴＢＤＮテネシー
○トーマス ブライアン

○エベレット

マスター トリム アルゼンチン 社長 マスター トリム アルゼンチン 社長 ○坂本 真也

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織アジア 出向 ○久保内 大介

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織アジア 出向 ○倉地 久夫

トヨタ紡織オートモーティブインディア 出向 安全衛生部 部長 内輪 学

新三興 新三興 ○葉 燦津

豊田紡織（中国） 豊田紡織（中国）

○ノートドゥーフト

ヴィンフリート

○トーマス

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○小出 淳一

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○惣ト 英文

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○服部 達哉

広州桜泰汽車飾件 出向 広州桜泰汽車飾件 出向 ○成沢 竜彦
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（Ｇ１のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向
内外装生技部 内外装欧州・アフリカ生技室

室長
今井 克也

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 グローバル調達推進部 第２調達室 室長 長谷川 直人

トヨタ紡織南アフリカ 社長 トヨタ紡織南アフリカ 社長
○ジョン ダドリー

コールソン

Ｇ２※／部門長・拠点長 ７名  ※従来の基幹職２級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

日本事業統括室 室長
コーポレート戦略企画部 事業企画室

室長
山本 直輝

第１シート設計部 部長
パワートレーン技術部 第３パワートレーン技術室

室長
坪井 俊靖

第１内装ＳＳ開発部 部長
第２トリム設計部 第２１トリム設計室

室長
久田 祐治

刈谷製造部 部長 刈谷製造部 刈谷第２製造室 室長 ○田中 慎也

豊橋製造部 部長 豊橋北製造部 部長 蟹江 俊彰

東京製造部 部長
富士裾野製造部 富士裾野製造管理室

室長
黒山 千春

ＳＫオートインテリア 社長 ＳＫオートインテリア 社長 ○今枝 聖滋

Ｇ２ ６６名

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

ＴＱＭ推進室 主査 品質管理部 部長 当間 博政

営業企画部 プロジェクト推進室 主査 トヨタ営業部 プロジェクト推進室 主査 柘植 洋之

営業企画部 プロジェクト推進室 主査 トヨタ営業部 プロジェクト推進室 主査 服部 明彦

トヨタ営業部 第２シート営業室 室長
トヨタ営業部 シート・繊維営業室

第１グループ グループ長
○大蔵 正樹

経理部 原価管理室 室長 経理部 原価管理室 室長 ○藤井 聡

グローバル調達推進部 調達企画室 室長 トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 山内 俊宏

グローバル調達推進部 生準品質室 主査 ―
（２０１５年１月１日付 トヨタ自動車株式会社より出向）

都築 崇文

グローバル調達推進部 第２調達室 室長
グローバル調達推進部 第１調達室

シートグループ グループ長
○宇野 雅史

グローバル人材開発部 グローバル人材育成室

室長

グローバル人材開発部グローバル人材育成室

室長
○小栗 知之

品質保証部 お客様情報管理室 室長 品質保証部 列車シート保証室 室長 ○清水 英文

品質保証部部品・材料保証室 室長 ＢＲ－ＱＡ室 室長 横山 康浩

技術管理部 開発能力向上推進室 室長 デザイン部 第３デザイン室 室長 柳田 良則

製品企画開発センター 特別チーム 主査 電子技術部 部長 渡辺 努

製品企画開発センター ＰＭ３チーム ＰＭ
製品企画開発センター ＰＭ２チーム

主担当員
○藤原 範彦
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（Ｇ２のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

製品企画開発センター ＰＭ４チーム ＰＭ
製品企画開発センター ＰＭ４チーム

主担当員
○山内 克仁

車室空間企画室 １グループ グループ長 車室空間企画室 １グループ グループ長 ○秋田 啓介

実験部 主査 先端技術開発センター ＳＣ 佐々木 篤樹

実験部 第１実験室 主査 ―
（２０１５年１月１日付 トヨタ自動車株式会社より出向）

河合 好金

シート標準部品設計部 主査 実験部 ＣＡＥ技術室 室長 加藤 健二

シート標準部品設計部 標準化推進室

第２グループ グループ長
トヨタ紡織アメリカ 出向 藤永 健司

シート標準部品設計部 電子技術室 室長 電子技術部 シート電子設計室 室長 山内 徳康

シート標準部品設計部 電子技術室 主査 電子技術部 主査 片岡 正巳

第１シート設計部 第１３シート設計室

室長

第１シート設計部 第１３シート設計室

室長
○高瀬 智之

第３シート設計部 第３４シート設計室

室長

第３シート設計部 第３４シート設計室

室長
○安藤 嘉晃

シートカバー技術開発部 主査 ＢＲ－ＳＡ室 主査 西山 国男

シートカバー技術開発部 表皮開発室 室長 材料技術開発部 表皮開発室 室長 柘植 元基

トリム開発センター 原価改善推進室 室長 トヨタ紡織アメリカ 出向 村瀬 達哉

第１内装ＳＳ開発部 第１１内装ＳＳ開発室

室長

第１トリム設計部 第１２トリム設計室

第３グループ グループ長
○小川 寛徳

第１内装ＳＳ開発部 第１４内装ＳＳ開発室

室長

第２トリム設計部 第２３トリム設計室

室長
堀 宗則

第２内装ＳＳ開発部 第２２内装ＳＳ開発室

室長
製品企画開発センター ＰＭ２チーム ＰＭ 大島 俊彦

内装部品開発部 第１トリム設計室 室長
第２トリム設計部 ＧＮＣＢトリム設計室

室長
谷口 善昭

内装部品開発部 第２トリム設計室 室長
第２トリム設計部 第２２トリム設計室

室長
宮地 豊

内装部品開発部 第３トリム設計室 室長
第１トリム設計部 第１１トリム設計室

室長
河田 禎之

内装先行開発部 主査
先行開発部 バイオ技術開発室

材料開発グループ グループ長
渡辺 茂樹

生産調査部 主査 東京製造部 部長 木村 信一

生産調査部 主査 高岡製造部 高岡設備保全室 室長 小島 猛史

生産調査部 主査 刈谷製造部 部長 松本 存正

内外装生技部 企画・開発生技室 室長
内外装生技部 ＧＮＣＢ内外装生技室

第１グループ グループ長
○森 雅彦

機能品開発部 主査
機能品開発部 機能品生技室

工場整備グループ グループ長
○井本 勝彦

繊維開発部 主査 ＴＢカワシマ出向 折戸 厚憲

新製品進行管理部 主査 ―
（２０１５年１月１日付 トヨタ自動車株式会社より出向）

立田 次俊

新製品進行管理部 主査 新製品進行管理部 主担当員 ○矢野 光浩

安全衛生環境部 主査 安全衛生部 主査 松岡 優
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（Ｇ２のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

安全衛生環境部 安全衛生推進室 室長 安全衛生部 安全衛生管理室 室長 野々山 徳雄

刈谷製造部 主査 生産調査部 主査 杉本 泰隆

高岡製造管理部 主査 豊橋南製造部 部長 稲葉 敬二

高岡製造管理部 主査 猿投製造管理部 主査 稲谷 正則

高岡製造部 高岡技術員室 室長 ＴＢメキシコ 出向 岩永 修

豊橋工場 ＡＣＴシート製造室 室長 豊橋工場 ＡＣＴシート製造室 室長 ○高崎 統徳

豊橋製造部 豊橋技術員室 技術２グループ

主査
豊橋製造管理部 主査 小原 政義

トヨタ紡織アメリカ 出向
原価質量企画部 第１原価質量企画室

室長
天野 昌美

トヨタ紡織アメリカ 出向 トヨタ紡織アメリカ 出向 ○片桐 康成

トヨタ紡織アメリカ 出向 トヨタ紡織アメリカ 出向 ○友成 嘉孝

トヨタ紡織アメリカ トヨタ紡織アメリカ
○ジェフ ケンジ

○カーター

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織オーストラリア 出向 木下 聖久

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織アジア 出向 ○安野 祐司

トヨタ紡織インドネシア 出向 トヨタ紡織インドネシア 出向 ○間瀬 幸典

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○太田 直也

豊田紡織（中国） 出向 繊維開発部 主査 山本 孝

成都豊田紡汽車部件 出向 成都豊田紡汽車部件 出向 ○甲村 明弘

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向
原価質量企画部 第２原価質量企画室

主査
安藤 寿規

トヨタ紡織ヨーロッパ トヨタ紡織ヨーロッパ
○ウィルバート

○バンデカー

トヨタ紡織ヨーロッパ トヨタ紡織ヨーロッパ

○ブラッド

○アレサンドロ

○イオネスコ

トヨタ紡織ヨーロッパ トヨタ紡織ヨーロッパ ○オリバー ヒエレル

紡織オートモーティブヨーロッパ 紡織オートモーティブヨーロッパ
○ウルリッヒ

○スタイナカー

トヨタ紡織ソマン 出向 トヨタ紡織ソマン 出向 ○杉浦 正樹

Ｇ３※／部門長・拠点長 １名  ※従来の基幹職３級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

トヨタ紡織ラオス 社長

トヨタ紡織ハノイ 出向

[兼] トヨタ紡織イノアックベトナム

会長兼社長

西郷 繁
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Ｇ３ １６２名

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

ＴＢＡ－Ｊ室 主担当員 ＴＢＡ－Ｊ室 担当員 ○土屋 綾子

コーポレート戦略企画部 経営戦略室

ＢＲグループ グループ長

コーポレート戦略企画部 経営戦略室

担当員
○竹内 徹

コーポレート戦略企画部 事業企画室

主担当員
日本事業統括室 室長 加藤 徹

コーポレート戦略企画部 事業企画室

主担当員
トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 阪野 友子

ＩＴ推進部 ＩＴインフラ整備室

パソコングループ 主担当員

技術管理部 Ｒ＆Ｄリソーセス戦略室

主担当員
松井 英俊

渉外広報部 広報企画室 企業ＰＲ１グループ

グループ長

グローバル人材開発部 グローバル人事室

労政グループ グループ長
川嶋 裕文

トヨタ営業部 ＦＰＴ営業室 第１グループ

グループ長

トヨタ営業部 ＦＰＴ営業室 第１グループ

グループ長
○日比野 克也

経理部 主計室 主計グループ 主担当員 トヨタ紡織サイアムメタル 出向 宮地 秀典

経理部 関係会社室 関係会社グループ

グループ長

経理部 財務管理室 関係会社グループ

グループ長
○浅野 昌学

グローバル調達推進部 第２調達室

化成品・資材グループ グループ長

グローバル調達推進部 第２調達室

資材グループ グループ長
○筒井 雅登

グローバル人材開発部 主担当員
ＩＴ推進部 事技システム室

事務サービスグループ グループ長
近藤 浩二

グローバル人材開発部 グローバル人事室

採用グループ グループ長

渉外広報部 広報企画室

メディアリレーショングループ グループ長
○吉井 誠

グローバル人材開発部 グローバル人材育成室

企画推進グループ グループ長

グローバル人材開発部グローバル人材育成室

企画推進グループ グループ長
○加藤 貴子

グローバル人材開発部 グローバル人材育成室

日本地域グループ グループ長

グローバル人材開発部グローバル人材育成室

日本地域グループ グループ長
○森本 史朗

技能育成センター トヨタ紡織学園 主担当員 技能育成センター トヨタ紡織学園 ＣＸ ○大矢 清民

総務部 秘書室 主担当員
第２シート設計部 第２３シート設計室

第１グループ グループ長
○松山 謙

総務部 総務室 主担当員 生産管理部 総括グループ グループ長 河口 広志

品質保証部 プロセス・製品監査室 主担当員 品質保証部 プロセス監査室 担当員 ○近田 秀昭

品質保証部 プロセス・製品監査室

節目管理２グループ グループ長
品質管理部 ＦＰＴ品質管理室 主担当員 小嶋 浩嗣

品質保証部 部品・材料保証室

非金属材料１グループ グループ長
品質管理部 部品・材料品質管理室 室長 新見 嘉章

品質保証部 部品・材料保証室

非金属材料２グループ グループ長

品質向上推進本部

ＢＲ－ＱＡ室 主担当員
宇佐見 秀勝

品質管理部 号口管理室 客先１グループ

グループ長

品質管理部 号口管理室 客先５グループ

グループ長
○渡邊 宗能

技術管理部 Ｒ＆Ｄリソーセス戦略室

開発費管理グループ グループ長

技術管理部 Ｒ＆Ｄリソーセス戦略室

開発費管理グループ グループ長
○山岡 知憲

技術管理部 Ｒ＆Ｄリソーセス戦略室

Ｐ／Ｊ管理グル―プ グループ長
製品企画開発センターＰＭ３チーム主担当員 太田 敏彦

技術管理部 設計管理室 運用企画グループ

グループ長

技術管理部設計管理室運用企画グループ

グループ長
○藤原 誠二

先行開発部 先行開発室 第３グループ

グループ長

先行開発部先行開発室第３グループ

グループ長
○永安 秀隆



８

（Ｇ３のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

先行開発部 バイオ技術開発室 室長
先行開発部バイオ技術開発室

工法製品開発グループ グループ長
○羽柴 正典

製品企画開発センター ＰＭ２チーム 主担当員 製品企画開発センター ＰＭ２チーム 担当員 ○丸山 大助

実験部第１実験室タスクグループ グループ長
実験部 評価計測技術開発室

第１開発グループ グループ長
○北川 尚司

実験部ＣＡＥ技術室解析グループ グループ長 実験部 ＣＡＥ技術室 解析グループ 担当員 ○松本 洋人

実験部 電子実験室 室長
実験部 電子実験室 電子評価２グループ

グループ長
○岩 博之

実験部 試験室 室長 試作部 内装試作室 室長 井出 達也

試作部 内装試作室 室長 実験部 試験室 室長 鈴木 卓二

材料技術開発部 ＳＳ材料開発室 第２グループ

主担当員

材料技術開発部 材料計画室 第１グループ

担当員
○浅井 利洋

デザイン部 アドバンスデザイン室 室長 車室空間企画室 １グループ 主担当員 浅井 大視

デザイン部アドバンスデザイン室ＳＰグループ

主担当員

デザイン部 第３デザイン室 ＳＰグループ

担当員
○杉山 諭詩

デザイン部アドバンスデザイン室ＳＮＷグループ

グループ長

ＢＲ－ＳＮＷ室 縫製・加飾グループ

グループ長
○江河 弘征

デザイン部アドバンスデザイン室感性グループ

グループ長

材料技術開発部 トリム材料開発室

第４グループ グループ長
中川 恵介

デザイン部アドバンスデザイン室感性グループ

主担当員
ＢＲ－ＳＮＷ室 感性グループ 主担当員 河合 辰夫

原価質量企画部 第２原価質量企画室 室長 豊田紡織（中国） 出向 中嶋 泰弘

パワートレーン技術部第２パワートレーン技術室

第２２グループ グループ長

パワートレーン技術部第４パワートレーン技術室

第４２グループ グループ長
○中垣 信彦

パワートレーン技術部第３パワートレーン技術室

室長
トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 岡崎 泰洋

パワートレーン技術部第３パワートレーン技術室

第３２グループ グループ長

パワートレーン技術部第３パワートレーン技術室

第３２グループ グループ長
○西尾 元康

シート標準部品設計部 標準化推進室

第１グループ グループ長
トヨタ紡織アジア 出向 色摩 和宏

シート標準部品設計部 第１標準部品設計室

第３グループ グループ長

シート標準部品設計部第１標準部品設計室

第１グループ 担当員
○佐橋 英雄

シート標準部品設計部 電子技術室

制御開発グループ グループ長
電子技術部 総括グループ グループ長 柴田 献一

シート標準部品設計部 電子技術室

制御開発グループ 主担当員
電子技術部 総括グループ 主担当員 上田 祐美

第１シート設計部 第１１シート設計室

第２グループ グループ長

第１シート設計部 第１１シート設計室

第２グループ グループ長
○早原 宏明

第１シート設計部 第１２シート設計室

第１グループ グループ長

第１シート設計部 第１２シート設計室

第１グループ グループ長
○太田 俊司

第２シート設計部 第２１シート設計室

第１グループ グループ長
トヨタ紡織アジア 出向 ○後東 成昭

第２シート設計部 第２２シート設計室

室長

第１シート設計部 第１４シート設計室

室長
服部 正和

第２シート設計部 第２２シート設計室

第３グループ グループ長

第１シート設計部 第１４シート設計室

第３グループ グループ長
水野 啓

第３シート設計部 第３１シート設計室

室長

第２シート設計部 第２２シート設計室

室長
齊藤 孝夫



９

（Ｇ３のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

航空機シート設計室 主担当員 航空機シート設計室 担当員 ○梶 雅雄

シートカバー技術開発部仕上り向上推進室 室長
第２シート設計部 第２３シート設計室

第３グループ グループ長
吉野 泰史

シートカバー技術開発部 仕上り向上推進室

プロジェクトグループ グループ長
ＢＲ－ＳＡ室 主担当員 原田 達雄

シートカバー技術開発部 仕上り向上推進室

標準化グループ グループ長
材料技術開発部 表皮開発室 主担当員 小池 秀喜

シートカバー技術開発部 仕上り向上推進室

標準化グループ 主担当員

材料技術開発部 トリム材料開発室

第１グループ グループ長
森 宣男

シートカバー技術開発部 型取り室 主担当員 ＢＲ－ＳＡ室 主担当員 小島 和俊

シートカバー技術開発部 型取り室 主担当員 試作部 型取り室 室長 関根 一寿

シートカバー技術開発部 表皮開発室

第１グループ グループ長
ＴＢカワシマ 出向 中村 利雄

トリム開発センター原価改善推進室 主担当員 原価質量企画部 第２原価質量企画室 室長 手島 尚幹

第１内装ＳＳ開発部 主担当員 第１トリム設計部 第１グループ 主担当員 石川 悟

第１内装ＳＳ開発部 主担当員 トリム標準部品設計部 主担当員 中納 英哉

第１内装ＳＳ開発部 主担当員
第１トリム設計部 第１２トリム設計室

第２グループ グループ長
林 晃仁

第１内装ＳＳ開発部 第１１内装ＳＳ開発室

第２グループ グループ長

第１トリム設計部 第１３トリム設計室

第１グループ グループ長
○舟橋 吉紀

第１内装ＳＳ開発部 第１２内装ＳＳ開発室

室長

第１トリム設計部 第１２トリム設計室

第１グループ グループ長
中西 俊明

第１内装ＳＳ開発部 第１２内装ＳＳ開発室

第１グループ グループ長

第１トリム設計部 第１１トリム設計室

第２グループ グループ長
平野 裕万

第１内装ＳＳ開発部 第１３内装ＳＳ開発室

室長

第１トリム設計部 第１３トリム設計室

室長
澤田 吉宏

第１内装ＳＳ開発部 第１３内装ＳＳ開発室

第１グループ グループ長

第１トリム設計部 第１１トリム設計室

第１グル―プ グループ長
藤井 栄二

第１内装ＳＳ開発部 第１４内装ＳＳ開発室

第１グループ グループ長

第２トリム設計部 第２３トリム設計室

第２グループ グループ長
鬼頭 雅之

第１内装ＳＳ開発部 第１４内装ＳＳ開発室

第１グループ 主担当員

第２トリム設計部 第２３トリム設計室

第２グループ 担当員
○坂上 功

第１内装ＳＳ開発部 第１４内装ＳＳ開発室

第２グループ グループ長

第１トリム設計部 第１１トリム設計室

第１グループ 主担当員
小栗 典之

第１内装ＳＳ開発部 第１４内装ＳＳ開発室

第３グループ グループ長

第２トリム設計部 第２３トリム設計室

第４グループ グループ長
加藤 公太

第２内装ＳＳ開発部 第２１内装ＳＳ開発室

室長

トリム標準部品設計部トリム標準部品設計室

室長
岡本 賢治

第２内装ＳＳ開発部 第２１内装ＳＳ開発室

第１グループ グループ長

第２トリム設計部 第２２トリム設計室

第２グループ グループ長
河澄 充紀

第２内装ＳＳ開発部 第２２内装ＳＳ開発室

第１グループ グループ長

第２トリム設計部 第２２トリム設計室

第１グループ グループ長
青山 義典

第２内装ＳＳ開発部 第２２内装ＳＳ開発室

第１グループ 主担当員

第２トリム設計部 第２１トリム設計室

第１グループ グループ長
太田 光二

第２内装ＳＳ開発部 第２２内装ＳＳ開発室

第１グループ 主担当員

第２トリム設計部 第２２トリム設計室

第１グループ 担当員
○渡瀬 雅夫

内装部品開発部 第１トリム設計室

第１グループ グループ長

第２トリム設計部 ＧＮＣＢトリム設計室

第２グループ グループ長
竹内 康悟
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（Ｇ３のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

内装部品開発部 第１トリム設計室

第２グループ グループ長

第２トリム設計部 ＧＮＣＢトリム設計室

第３グループ グループ長
伊藤 浩之

内装部品開発部 第１トリム設計室

第３グループ グループ長

第２トリム設計部 ＧＮＣＢトリム設計室

第１グループ グループ長
成松 哲哉

内装部品開発部 第２トリム設計室

第１グループ グループ長

トリム標準部品設計部トリム標準部品設計室

第２グループ グループ長
金山 忠嗣

内装部品開発部 第２トリム設計室

第２グループ グループ長

第２トリム設計部 第２１トリム設計室

第２グループ グループ長
近藤 二朗

内装部品開発部 第３トリム設計室

第２グループ グループ長

トリム標準部品設計部 トリム電子設計室

室長
荒川 崇志

内装部品開発部 第３トリム設計室

第２グループ 主担当員

トリム標準部品設計部 トリム電子設計室

第１グループ 担当員
○尾村 直美

内装先行開発部 ドアトリム開発室 室長 トリム標準部品設計部 トリム開発室 室長 鈴木 利洋

内装先行開発部 ドアトリム開発室 主担当員
内外装生技部 ＧＮＣＢ内外装生技室

第３グループ 主担当員
外川内 誠

内装先行開発部 ドアトリム開発室 主担当員 先行開発部 バイオ技術開発室 主担当員 松原 弘典

内装先行開発部 トリム開発室 室長
トリム標準部品設計部 トリム開発室

第１グループ グループ長
村尾 浩二

内装先行開発部 トリム開発室 主担当員
材料技術開発部 トリム材料開発室

第３グループ グループ長
○服部 充博

生産調査部 Ａグループ 主担当員 生産調査部 担当員 ○久保 伸一

生技管理部 グローバル・日本生技企画室

グローバル企画グループ 主担当員
ＳＴＢテキスタイルズインダストリー 出向 井貝 豊

生技管理部 アジア・オセアニア生技企画室

主担当員
繊維開発部 繊維生技室 主担当員 加藤 秀一

内外装生技部 企画・開発生技室 第１グループ

グループ長

内外装生技部内外装中国生技室第３グループ

担当員
○大原 剛

内外装生技部 米州生技室 第２グループ

グループ長

内外装生技部内外装米州生技室第２グループ

グループ長
○森 敬一

内外装生技部 欧州・アフリカ生技室

第２グループ グループ長

内外装生技部 内外装欧州・アフリカ生技室

第２グループ グループ長
○近藤 大雄

内外装生技部 中国生技室 主担当員 品質管理部 号口管理室 主担当員 石川 富夫

内外装生技部 中国生技室 第２グループ

主担当員
トヨタ紡織滋賀 出向 加納 広志

シート生技部 シート組立生技室

シートグローバル生技グループ 主担当員
豊田紡織（中国） 出向 ○鵜飼 耕規

シート生技部 シート組立生技室

シート日本生技グループ 主担当員

シート生技部 シート組立生技室

シート日本生技グループ 担当員
○中村 和友

機能品開発部 機能品生技室 部品生準グループ

グループ長

機能品開発部機能品生技室部品生準グループ

担当員
○坂野 肇

機能品開発部 機能品生技室 工場整備グループ

主担当員

機能品開発部機能品生技室工場整備グループ

担当員
○森嶋 順哉

メタル生技部 メタルグローバル生技室

メタル欧州・アフリカグループ グループ長

メタル生技部 メタルグローバル生技室

メタル欧州・アフリカグループ グループ長
○村野 寿久

ＦＰＴ生技部 ＦＰＴ先行生技室 主担当員 繊維開発部 事業企画グループ グループ長 金原 昭人

ＦＰＴ生技部パワートレーン生技室第２グループ

グループ長

ＦＰＴ生技部ＦＰＴ成形生技室第２グループ

グループ長
○平塚 卓博

繊維開発部 繊維生技室 主担当員 ＴＢカワシマ 出向 岡本 譲介



１１

（Ｇ３のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

生産管理部 生産企画室 主担当員 トヨタ紡織南アフリカ 出向 田中 基晶

生産管理部 部品物流室 物流改革グループ

グループ長

生産管理部 部品物流室 物流改善グループ

グループ長
○岩津 雅浩

生産管理部 部品物流室 物流改革グループ

主担当員
生産調査部 主担当員 稲垣 悟

製造センター ＶＡ推進室 主担当員 原価質量企画部 ＶＩ推進室 主担当員 鈴木 勝仁

製造センター ＶＡ推進室 主担当員 原価質量企画部 ＶＩ推進室 主担当員 福岡 靖

安全衛生環境部 安全衛生推進室 主担当員
安全衛生部 安全衛生管理室

総括・企画グループ 担当員
○加賀 一貴

安全衛生環境部 安全衛生推進室

監査推進グループ グループ長
猿投製造管理部 猿投工務室 主担当員 川上 徹

安全衛生環境部 安全衛生推進室

設備・外来工事管理グループ長 グループ長

安全衛生部 安全衛生管理室

設備・外来工事管理グループ グループ長
○白井 直人

安全衛生環境部 ＰＥ環境室 室長 環境部 ＰＥ環境室 室長 近藤 康晴

安全衛生環境部 ＰＥ環境室 主担当員 技能育成センター 技能育成室 主担当員 加藤 秀樹

安全衛生環境部 ＰＥ環境室 総括グループ

グループ長

環境部 ＰＥ環境室 総括グループ

グループ長
澤田 哲也

安全衛生環境部 ＰＥ環境室 総括グル―プ

主担当員

環境部 ＰＥ環境室 総括グループ

主担当員
伊藤 幸典

安全衛生環境部 ＰＥ環境室 ＰＥグループ

グループ長

環境部 ＰＥ環境室 ＰＥグループ

グループ長
飯田 雅崇

グローバル生産推進部 グローバル工務支援室

工務グループ 主担当員
生産調査部 主担当員 塩島 肇

グローバル生産推進部 グローバル工務支援室

工務グループ 主担当員

グローバル生産推進部グローバル工務支援室

工務グループ 担当員
○吉田 豊

グローバル生産推進部 グローバル工務支援室

品質技術グループ 主担当員
昆山豊田紡汽車部件 出向 外崎 秀治

グローバル生産推進部 グローバル製造支援室

製造２グル―プ 主担当員
刈谷製造部 刈谷第４製造室 室長 小林 孝一

刈谷製造部 刈谷設備保全室 室長 岐阜製造部 岐阜設備保全室 室長 横山 栄司

刈谷製造部 刈谷第２製造室 室長
刈谷製造部 刈谷第２製造室 ＫＡＥＬ改善係

工長
○日置 利幸

岐阜製造部 岐阜設備型保全室 室長 刈谷製造部 刈谷設備保全室 室長 日比野 益章

岐阜製造部 岐阜製造室 室長 トヨタ紡織ケンタッキー 出向 吉澤 隆行

猿投第１製造部猿投フレーム製造室 主担当員 トヨタ紡織ゲートウェイ(タイランド) 出向 小野田 一明

猿投第１製造部 猿投トリム製造室 主担当員
猿投第１製造部 猿投第１保全・技術員室

型保全１係 工長
○加藤 勝久

猿投第２製造部 猿投カバー・ウレタン製造室

副室長
トヨタ紡織南アフリカ 出向 小嶋 一也

高岡製造管理部 高岡品質技術室 主担当員 岐阜製造管理部 岐阜品質技術室 室長 佐分 洋太

高岡製造部 高岡技術員室 改善グループ

グループ長
高岡製造管理部 高岡工務室 主担当員 谷川 友康

豊橋製造管理部 豊橋工務室 副室長 刈谷製造管理部 刈谷工務室 室長 柏崎 弘樹

豊橋製造管理部 豊橋設備保全室 副室長 豊橋南製造部 主担当員 太田 敬一



１２

（Ｇ３のつづき）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

豊橋製造部 豊橋技術員室 室長
豊橋製造管理部 豊橋設備保全室

技術グループ 主担当員
中西 悟

豊橋製造部 豊橋技術員室 技術２グループ

主担当員
豊橋製造管理部 主担当員 鈴木 繁

豊橋製造部 豊橋技術員室 技術２グループ

主担当員

豊橋製造管理部 豊橋設備保全室

技術グループ グループ長
藤山 博央

富士裾野製造部 主担当員 生産調査部 主担当員 磯村 哲正

トヨタ紡織アメリカ 出向 トヨタ紡織アメリカ 出向 ○加藤 啓介

トヨタ紡織アメリカ 出向 製品企画開発センターＰＭ２チーム 主担当員 西出 武史

トヨタ紡織アメリカ 出向 トヨタ紡織アメリカ 出向 ○藤岡 憲太郎

オートモーティブテクノロジーシステムス 出向 豊橋製造管理部 豊橋設備保全室 副室長 伊藤 宏

トヨタ紡織インディアナ 出向 豊橋製造管理部 豊橋工務室 副室長 鈴木 孝

トヨタ紡織ブラジル 出向
経理部 原価管理室 原価計算グループ

グループ長
市野 晃久

トヨタ紡織ブラジル 出向 生産調査部 主担当員 横田 豊昇

トヨタ紡織アジア 出向
実験部 評価計測技術開発室

ＡＣＴ実験グループ グループ長
竹下 摩秀

トヨタ紡織アジア 出向 製品企画開発センターＰＭ２チーム 主担当員 濱村 理

トヨタ紡織オートモーティブインディア 出向 トヨタ紡織オートモーティブインディア 出向 ○朝日 稔

ＳＴＢテキスタイルズ インダストリー 出向 ＳＴＢテキスタイルズインダストリー 出向 ○中元 英和

トヨタ紡織ゲートウェイ（タイランド） 出向 トヨタ紡織ゲートウェイ（タイランド）出向 ○後藤 泰平

豊田紡織（中国） 出向
原価質量企画部 第２原価質量企画室

第２１グループ グループ長
太田 正志

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○早坂 昭次

豊田紡織（中国） 出向 豊田紡織（中国） 出向 ○三輪 純一

天津英泰汽車飾件 出向 天津英泰汽車飾件 出向 ○榎本 誠

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 製品企画開発センターＰＭ２チーム主担当員 青柳 裕亨

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 ○秋山 佳輝

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 ○石津 陽平

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 ○杉浦 大介

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向
グローバル生産推進部グローバル工務支援室

工務グループ 主担当員
筒井 重光

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 実験部 トリム実験室 室長 増田 裕一

トヨタ紡織南アフリカ 出向 新製品進行管理部 担当員 ○近藤 孝憲

以 上


