News Release
２０１６年１２月２６日
ト ヨ タ 紡 織 株 式 会 社

２０１７年１月１日付
組織変更および役員の職務分担の変更、人事異動について
い し い よしまさ

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：石井 克政）は、１月１日付で下記のとおり、
組織変更および役員の職務分担の変更、人事異動を行います。
記
１．主な組織変更の内容

（部格組織以上）

（１）再編
①開発効率化を目的に、Ｆｒシート機能品開発部とＲｒシート機能品開発部を統合し、シート機能品
開発部とする。
②シート設計部署との連携強化を目的に、
シートカバー技術開発部をシート部品センターからシート
ＳＳセンターに移管。
③事業軸での責任明確化、業務の効率化を目的に、猿投第１製造部、猿投第２製造部を再編し、猿投
シート製造部、猿投内装製造部とする。
④品質管理業務の効率化を目的に、グローバル品質管理室（部格）を品質保証部に統合。
（２）改称
①シート骨格開発推進室（部格）を再編し、シート部品開発推進部に改称。
②シート機能品先行開発部をシート部品先行開発部に改称。
③グローバル生産推進部を再編し、モノづくり推進部に改称。
２．役員の職務分担 〔変更のあった役員のみ記載〕
新
内外装事業本部 本部長
内装ＳＳセンター センター長

３．人事異動

旧

役職・氏名

内外装事業本部 本部長
内装ＳＳセンター センター長
［兼］内外装事業戦略企画部 部長
［兼］内装ＳＳ製品企画設計部 部長

常務役員
傍嶋 政道

〔部をまたぐ異動者、部格の長以上・拠点長の異動、昇格者（○）のみ記載。
関係会社における役職は、拠点長、コーポレートアドバイザー、上級副社長のみ記載〕

常務理事 ３名
新

旧

氏名

モノづくり推進領域 領域長

モノづくり推進領域 領域長
[兼]生産調査部 部長

内藤 雅俊

生産管理領域 領域長

生産管理領域 領域長
[兼]生産企画部 部長

小林 宏次

トヨタ紡織ヨーロッパ 上級副社長

経営企画部 主査
１

○中村 道彦

Ｇ０※

１名

※参与
新

シート部品開発推進部 部長
Ｇ１※ ３５名

旧
Ｒｒシート機能品開発部 部長

氏名
山内 伸浩

※基幹職１級
新

旧

氏名

経営企画部 企画調査室 室長

トヨタ紡織アジア

ＢＲ業務改革推進室 室長

ＢＲ業務改革推進室 室長

ビジネスマネジメント部 部長

ビジネスマネジメント部 主査

大井 啓行

シート設計品質改善部 部長

シート設計品質改善部 部長

○岡崎 裕行

シート製品企画部 ＰＭ１チーム ＥＰＭ

シート製品企画部 ＰＭ１チーム ＰＭ

○福井 靖博

シート製品企画部 ＰＭ４チーム ＰＭ

シートカバー技術開発部 第１型取り室 室長

ＳＡＴ推進部 部長

ＳＡＴ推進部 部長

シート部品開発推進部 事業統合推進室 室長

シート骨格開発推進室 室長

山根 聖章

シート部品開発推進部 事業統合推進室 主査

シート調達部 第１調達室 主査

樋口 晋二

シート部品先行開発部 部長

シート機能品先行開発部 部長

星原 直明

シート機能品開発部 部長

Ｆｒシート機能品開発部 部長

加藤 治男

ＡＣＴ推進部 部長

ＡＣＴ推進部 部長

内外装事業戦略企画部 部長

内外装事業戦略企画部 原価企画改善室 室長

浦津 政美

内外装事業戦略企画部 主査

技術管理部 部長

平井 慎司

ビジネスマネジメント部 部長

髙橋 淳一

内装ＳＳ製品企画設計部 部長
[兼]内装ＳＳ製品企画設計部 ＰＭ４チーム ＥＰＭ

倉地 久夫
○小木曽 毅

筒井 克彦
○鈴木 康夫

○神谷 剛史

日本地域統括部 部長

日本地域統括部 部長

猿投工場 主査

トヨタ紡織インディアナ 社長

ブライアン マリナオ

猿投技術員室 主査

豊田紡織中国

本田 宏人

猿投製造管理部 主査

グローバル品質管理室 室長

山之内 さとし

営業企画部 ＧＮＣＢ営業室 主査

シート製品企画部 ＰＭ２チーム ＰＭ

柴田 浩

調達企画部 生準・品質室 室長

調達企画部 生準・品質室 室長

調達企画部 生準・品質室 主査

営業企画部 プロジェクト推進室 主査

尾関 壽仁

技術管理部 部長

材料技術開発部 部長

森 高康

材料技術開発部 部長

材料技術開発部 材料技術開発室 室長

生技管理部 中国生技企画室 室長

トヨタ紡織南アフリカ コーポレートアドバイザー

品質保証部 航空機シート保証室 室長

品質保証部 航空機シート保証室 室長

ＴＱＭ推進室 室長

トヨタ紡織アジア

新製品進行管理部
グローバルプロジェクト室 室長

新製品進行管理部
グローバルプロジェクト室 室長
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○山本 直輝

○小釜 宗徳

○有尾 敏幸
前田 健一
○杉本 美弘
久保内 大介
○木村 俊介

（Ｇ１つづき）
新

旧

氏名

生産調査部 部長

生産調査部 主査

江口 信也

生産調査部 主査

生産調査部 主査

○浅見 秀之

モノづくり推進部 部長

グローバル生産推進部 部長

岡部 滋介

トヨタ紡織アメリカ

シート製品企画部 ＰＭ１チーム ＥＰＭ

高田 直樹

トヨタ紡織インディアナ 社長

トヨタ紡織インディアナ コーポレートアドバイザー

渡辺 眞明

ＴＢＤＮテネシー コーポレートアドバイザー

ＴＢＤＮテネシー コーポレートアドバイザー

○鈴木 慶三

天津英泰汽車飾件

天津英泰汽車飾件

○上米良 義男

Ｇ２※ 部門長・拠点長 ７名 ※基幹職２級
新

旧

氏名

監査改良室 室長

経営企画部 企画調査室 室長

高木 正徳

猿投製造管理部 部長

猿投第１製造部 部長

鶴田 久人

猿投シート製造部 部長

猿投製造管理部 部長

鈴木 禎信

猿投内装製造部 部長

広州桜泰汽車飾件

堀井 敏

高岡製造部 部長

高岡製造管理部 高岡工務室 室長

水野 孝幸

生産企画部 部長

生技管理部 日本・アジア生技企画室 室長

伊藤 和陽

長春富維豊田紡織汽車飾件 総経理

長春富維豊田紡織汽車飾件 総経理

Ｇ２※ ６３名

○洪 成軍

※基幹職２級
新

旧

氏名

経理部 原価管理室 室長

ＴＢＤＮテネシー

磯村 直人

経理部 原価管理室 主査

トヨタ紡織イリノイ

○野田 伊佐雄

経理部 関係会社室 室長

経理部 関係会社室 室長

○木村 俊満

基礎研究所 研究３Ｇ グループ長

基礎研究所 研究３Ｇ グループ長

○田畑 和文

シート実験部 第１実験室 室長

シート実験部 第１実験室 室長

○吉田 仁徳

シート骨格生技部 シートアジャスタ生技室 室長 シート骨格生技部 シートアジャスタ生技室 室長 ○谷 典成
ユニット部品生技部 ユニット部品生技室
シート機能品生技部 主査
井本 勝彦
設備生準Ｇ グループ長
シート機能品生技部 シート機能品生技室 主査 トヨタ紡織アジア

渡辺 善隆

シート製品企画部 ＰＭ２チーム ＰＭ

トヨタ紡織アメリカ

友成 嘉孝

シート部品先行開発部 第１シート先行開発室
第１Ｇ 主査

シート機能品先行開発部
第１シート先行開発室 第１Ｇ 主担当員

Ｆｒシート骨格開発部 副部長

Ｒｒシート骨格開発部 副部長

Ｆｒシート骨格開発部
第２Ｆｒシート骨格開発室 室長

Ｆｒシート機能品開発部
第３Ｆｒシート機能品開発室 室長

シート機能品開発部 副部長

Ｆｒシート機能品開発部 副部長

福山 和幸

シート機能品開発部 主査

シート機能品先行開発部
第１シート先行開発室 主査

伊東 定夫
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○鈴木 康明
中根 了秀
○稲吉 宗人

（Ｇ２つづき）
新
シート機能品開発部
第１シート機能品開発室 室長
シート機能品開発部
第２シート機能品開発室 室長
シート機能品開発部
第５シート機能品開発室 室長

旧
Ｆｒシート機能品開発部
第１Ｆｒシート機能品開発室 室長
Ｆｒシート機能品開発部
第２Ｆｒシート機能品開発室 室長
Ｒｒシート機能品開発部
第２Ｒｒシート機能品開発室 室長

内外装営業部 内外装営業室 １Ｇ グループ長

トヨタ紡織インドネシア

内外装先行開発部 ドアトリム開発室 室長

内外装先行開発部 ドアトリム開発室 室長

○鈴木 利洋

内装ＳＳ製品企画設計部 ＰＭ１チーム ＰＭ

内装ＳＳ製品企画設計部 ＰＭ１チーム ＰＭ

○青山 義典

内装ＳＳ製品企画設計部 ＰＭ２チーム ＰＭ

トヨタ紡織アメリカ

内外装生技部 ドアトリム射出室 室長

内外装生技部 ドアトリム射出室 室長

○安藤 勝人

ユニット部品事業戦略企画部 主査

ユニット部品事業戦略企画部 主担当員

○大須賀 智啓

ユニット部品営業部 主査

トヨタ紡織アジア

ＦＰＴ生技部 吸気系部品生技室 室長

ＦＰＴ生技部 フィルタ生技室
第１Ｇ グループ長

○梶尾 俊之

日本地域品質管理部 第２号口管理室 室長

日本地域品質管理部 第２号口管理室 室長

○中村 和史

刈谷製造管理部 主査

グローバル品質管理室 主査

岐阜製造部 岐阜設備型保全室 室長

岐阜製造部 岐阜設備型保全室 室長

猿投技術員室 主査

グローバル生産推進部 製造推進室 室長

今井 茂

猿投技術員室 主査

グローバル生産推進部 工務推進室 室長

小掠 英則

猿投製造管理部 主査

ＴＱＭ推進室 室長

北村 玉男

技術管理部 法規認証室 室長

技術管理部 法規認証室 室長

○加藤 麻美

車室空間企画部 車種別企画室 室長

車室空間企画部 車種別企画室 室長

○猪田 敦史

材料技術開発部 材料試験室 室長

試作部 内装試作室 室長

○鈴木 卓二

生技管理部 主査

生技管理部 中国生技企画室 室長

久田 洋士

生技管理部 日本・アジア生技企画室 室長

ＳＴＢテキスタイルズインダストリー

田代 智秋

繊維開発部 繊維開発室 室長

繊維開発部 繊維開発室 室長

品質保証部 プロジェクト監査室 室長

グローバル品質管理室 第１Ｇ グループ長

杉浦 正樹

品質保証部 プロジェクト監査室
未然防止Ｇ 主査

グローバル品質管理室 主査

井上 典昭

品質保証部 部品・材料保証室 室長

グローバル品質管理室 第２Ｇ グループ長

横山 康浩

生産企画部 生産企画室 主査

生産企画部 生産企画室 主担当員

生産調査部 Ａグループ グループ長

トヨタ紡織アジア

池田 多賀司

生産調査部 Ｂグループ 主査

トヨタ紡織アジア

大山 浩伸

モノづくり推進部 ベスト技能推進室 室長

グローバル生産推進部 主査

長谷川 庄一
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氏名
黒田 裕司
○森 正俊
○北野 崇
間瀬 幸典

奥田 智彦

木下 聖久

安藤 善行
○日比野 益章

○中 崇

○山本 巌

（Ｇ２つづき）
新

旧

氏名

トヨタ紡織アメリカ

トヨタ紡織アメリカ

○アーロン アレン

トヨタ紡織アメリカ

トヨタ紡織アメリカ

○ケネス ピーボディー

トヨタ紡織インディアナ

トヨタ紡織アメリカ

○ロバート リトウィン

TBソーテックメキシコ

TBソーテックメキシコ

○アントニオ ロチャ

TBソーテックメキシコ

TBソーテックメキシコ

○ファン カスティージョ

トヨタ紡織アジア

トヨタ紡織アジア

○國分 浩樹

トヨタ紡織アジア

生産調査部 主査

小島 猛史

トヨタ紡織アジア

経理部 原価管理室 室長

藤井 聡

トヨタ紡織アジア

品質保証部 グローバル品質統括室 室長

渡辺 浩司

トヨタ紡織ゲートウェイタイランド

高岡製造部 高岡技術員室 室長

岩永 修

紡織オートモーティブタイランド

紡織オートモーティブタイランド

豊田紡織中国

内外装生技部 内外装ＳＥ推進室 主査

豊田紡織中国

豊田紡織中国

○山﨑 公嗣

豊田紡織中国

豊田紡織中国

○百合草 祥裕

広州桜泰汽車飾件

第１製造センター 主査

トヨタ紡織トルコ

トヨタ紡織トルコ

○石黒 義章

トヨタ紡織トルコ

トヨタ紡織トルコ

○エルサン エルデム

トヨタ紡織トルコ

トヨタ紡織トルコ

○ハーカン コナック

トヨタ紡織南アフリカ

高岡製造部 部長

＜出向＞エイム株式会社

＜出向＞エイム株式会社

Ｇ３※

１４２名

○ワサン ブラナウォン
浅井 勲夫

中田 武文

薮下 孝雄
○野々山 聡

※基幹職３級
新

旧

氏名

渉外広報部 広報室 室長

渉外広報部 広報室 広報企画Ｇ グループ長

○加藤 浩志

ＩＴ推進部 システム開発２室
生技･生産１Ｇ グループ長

ＩＴ推進部 システム開発2室
生技･生産1Ｇ グループ長

○鈴木 善司

ＩＴ推進部 システム開発３室 室長

トヨタ紡織アメリカ

ＩＴ推進部 システム開発３室
技術２Ｇ グループ長

ＩＴ推進部 システム開発１室
技術２Ｇ グループ長

○松尾 信二

ＢＲ業務改革推進室 主担当員

ＢＲ業務改革推進室 主任

○加藤 真司

経理部 主計室 主計Ｇ グループ長

トヨタ紡織ポーランド

経理部 原価管理室 原価計算Ｇ グループ長

経理部 原価管理室 原価計算Ｇ グループ長

ビジネスマネジメント部 欧米室
米州Ｇ 主担当員

シート事業戦略企画部
事業戦略企画室 主担当員

坂上 玄

総務部 総務室 総括Ｇ グループ長

渉外広報部 広報室 展示Ｇ グループ長

川嶋 裕文
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島田 直樹

藤田 一宏
○横山 彰

（Ｇ３つづき）
新

旧

氏名

総務部 総務室 総括Ｇ 主担当員

富士裾野製造部 富士裾野製造室 主担当員

荻野 隆

先端開発部 先端生技開発室 主担当員

内外装先行開発部 ドアトリム開発室
第１Ｇ 主担当員

外川内 誠

シート営業部 第２シート営業室
１Ｇ グループ長
シート営業部 第２シート営業室
２Ｇ 主担当員
シート実験部 評価計測技術開発室
ＡＣＴグループ グループ長
シート実験部 ＣＡＥ技術室
標準化Ｇ グループ長

シート営業部 第２シート営業室 1Ｇ 主任
トヨタ紡織アジア
シート実験部 評価計測技術開発室
ACTグループ グループ長
シート実験部 CAE技術室
標準化Ｇ グループ長

シート実験部 試験室 室長

材料技術開発部 材料試験室 室長

シート生技部 シート先行生技室
ACT生技Ｇ グループ長
シート生技部 カバー生技室
先端素材工法Ｇ 主担当員
シート骨格生技部 シートＲｒ骨格生技室
第２Ｇ グループ長

シート生技部 シート先行生技室
ACT生技Ｇ グループ長
シート実験部 第１実験室
開発推進Ｇ 主担当員
シート骨格生技部 シートＲｒ骨格生技室
第２Ｇ グループ長
新製品進行管理部 グローバルプロジェクト室
シート３Ｇ グループ長
第１シート設計部 第１１シート設計室
第１Ｇ グループ長

シート製品企画部 ＰＭ２チーム 主担当員
シート製品企画部 ＰＭ３チーム 主担当員

○黒田 雄介
河合 範昌
○藤野 日出海
○大西 章隆
内山 雄一郎
○福本 賢二
西田 浩一
○赤松 克博
鈴木 俊雄
都築 幸蔵

シート製品企画部 ＰＭ３チーム 主担当員

第３シート設計部 第３２シート設計室 室長

服部 正和

SAT推進部 主担当員

第２シート設計部 第２１シート設計室 室長

鈴鹿 真悟

SAT推進部 第２シート計画室
第３Ｇ グループ長
第１シート設計部 第１１シート設計室
第２Ｇ グループ長

第４シート設計部 第４２シート設計室
第１Ｇ グループ長
第１シート設計部 第１１シート設計室
第２Ｇ グループ長

第２シート設計部 主担当員

第２シート設計部 第１Ｇ グループ長

○鳥居 正治

第２シート設計部 第２３シート設計室
第１Ｇ グループ長

第2シート設計部 第23シート設計室
第1Ｇ グループ長

○小林 芳朋

シートカバー技術開発部 第１型取り室 室長

シート製品企画部 ＰＭ３チーム 主担当員

杉浦 智浩

シート部品開発推進部 企画管理室 室長

シート骨格開発推進室 主担当員

宅間 摂

シート骨格開発推進室 主担当員

武内 勝

シート部品開発推進部
事業統合推進室 主担当員
Ｆｒシート骨格開発部 第２Ｆｒシート骨格開発室
第２Ｇ グループ長
Ｒｒシート骨格開発部
第１Ｒｒシート骨格開発室 室長
Ｒｒシート骨格開発部 第２Ｒｒシート骨格開発室
第１Ｇ グループ長
シート機能品開発部 第１シート機能品開発室
第１Ｇ グループ長
シート機能品開発部 第２シート機能品開発室
第１Ｇ グループ長
シート機能品開発部
第２シート機能品開発室 第２Ｇ 主担当員
シート機能品開発部
第３シート機能品開発室 室長
シート機能品開発部
第３シート機能品開発室 第１Ｇ グループ長
シート機能品開発部
第４シート機能品開発室 室長

Ｆｒシート骨格開発部 第２Ｆｒシート骨格開発室
第２Ｇ グループ長
Ｆｒシート骨格開発部
第１Ｆｒシート骨格開発室 室長
Ｒｒシート骨格開発部 第２Ｒｒシート骨格開発室
第１Ｇ グループ長
Ｆｒシート機能品開発部
第３Ｆｒシート機能品開発室 第２Ｇ グループ長
Ｆｒシート機能品開発部
第２Ｆｒシート機能品開発室 主担当員
Ｆｒシート機能品開発部
第２Ｆｒシート機能品開発室 主担当員
Ｆｒシート機能品開発部
第３Ｆｒシート機能品開発室 第1Ｇ グループ長
Ｒｒシート機能品開発部
第２Ｒｒシート機能品開発室 第1Ｇ グループ長
Ｒｒシート機能品開発部
第１Ｒｒシート機能品開発室 室長
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○京極 正人
○村松 幹人

○福田 智和
若山 勝
○熊﨑 義之
辻 英一郎
伊藤 敏治
岡田 真樹
福井 一仁
岩佐 和也
早川 雅敏

（Ｇ３つづき）
新
シート機能品開発部
第５シート機能品開発室 第１Ｇ グループ長

旧
Ｒｒシート機能品開発部
第２Ｒｒシート機能品開発室 第２Ｇ 主任

内外装調達部 内装SS調達室 室長

内外装調達部 内装SS調達室 主任

内外装調達部 内外装部品調達室 室長

内外装営業部 内外装営業室 １Ｇ グループ長

内外装実験部 第２内外装実験室
第２Ｇ グループ長

内外装実験部 第２内外装実験室
第２Ｇ グループ長

○井上 慎一郎

内外装実験部 内外装試験室 室長

シート実験部 試験室 安全試験係 工長

○塩沢 道広

内外装先行開発部 ドアトリム開発室
第２Ｇ グループ長

内外装先行開発部 ドアトリム開発室
第２Ｇ グループ長

○清水 康之

内装SS製品企画設計部 ＰＭ１チーム ＰＭ

内装SS製品企画設計部 PM１チーム 主任

○安藤 浩士

内外装トリム設計部 第3トリム設計室
第３Ｇ グループ長
内外装生技部 ドアトリム組立室
第２Ｇ グループ長

内外装トリム設計部 第４トリム設計室
第１Ｇ 主任
内外装生技部 ドアトリム組立室
第２Ｇ グループ長

内外装生技部 内外装トリム室 室長

豊田紡織中国

ユニット部品事業戦略企画部
業務室 調達Ｇ グループ長
ユニット部品技術部 エアクリーナ設計室
エアクリーナ設計１Ｇ グループ長
ユニット部品技術部 エアクリーナ設計室
エアクリーナ設計６Ｇ グループ長
ユニット部品技術部 パワートレーン設計室
パワートレーン設計Ｇ グループ長
FPT生技部 吸気系部品生技室
第２Ｇ グループ長
ユニット部品生技部 ユニット部品工機管理室
工機管理Ｇ 主担当員
日本地域品質管理部 シート生産準備室
１Ｇ グループ長
日本地域品質管理部 シート生産準備室
１Ｇ 主担当員
日本地域品質管理部 内装生産準備室
３Ｇ グループ長

ユニット部品事業戦略企画部
業務室 調達Ｇ グループ長
ユニット部品技術部 エアクリーナ設計室
エアクリーナ設計１Ｇ グループ長
ユニット部品技術部 エアクリーナ設計室
エアクリーナ設計５Ｇ グループ長

刈谷製造管理部 刈谷品質技術室 主担当員
刈谷製造部 オイル･ユニット部品製造室 室長
刈谷製造部 刈谷技術員室 主担当員

トヨタ紡織アメリカ
FPT生技部 パワートレーン生技室
第２Ｇ 主任
ユニット部品生技部 ユニット部品工機管理室
工機管理Ｇ CX
日本地域品質管理部 シート生産準備室
２Ｇ 主任
豊田紡織中国
日本地域品質管理部 内装生産準備室
３Ｇ グループ長
刈谷製造管理部 刈谷品質技術室
海外技術Ｇ グループ長
刈谷製造部 オイル･ユニット部品製造室
ユニット部品係 工長
刈谷製造部 刈谷技術員室
製造技術Ｇ 主任

氏名
大矢 努
○清水 大輔
近藤 誠司

○武重 光彦
○高津 和夫
早坂 昭次
○一柳 幸佑
○大橋 岳
○吉田 修平
前田 邦峰
○木全 浩三
○加藤 伸吾
○神谷 鉄平
三輪 純一
○渡邊 洋
○山田 史進
○原 宏範
○青山 真己

大口製造管理部 大口品質技術室 室長

大口製造部 大口製造室 室長

岐阜製造部 岐阜製造室 室長

岐阜製造部 岐阜製造室 CX

猿投工場 主担当員

生産調査部 Aグループ 主担当員

稲富 俊弘

猿投技術員室 主担当員

猿投製造管理部 主担当員

切東 正史

猿投技術員室 主担当員
猿投製造管理部 猿投総括室 室長

グローバル生産推進部 製造推進室
内外装Ｇ グループ長
猿投製造管理部 猿投工場統括室
総括Ｇ グループ長

磯野 隆晴
○稲森 隆志

日下部 信勝
○呑海 信行

猿投製造管理部 猿投工務室 主担当員

トヨタ紡織アジア

立花 伸彦

猿投シート製造部
猿投シート設備保全室 室長

猿投第２製造部
猿投第２保全･技術員室 主担当員

森村 健一

7

（Ｇ３つづき）
新
猿投シート製造部
猿投シート設備保全室 主担当員
猿投シート製造部
猿投シート製造室 室長
猿投シート製造部
猿投ウレタン製造室 室長
猿投シート製造部
猿投フレーム製造室 室長
猿投シート製造部
猿投フレーム製造室 主担当員
猿投内装製造部
猿投トリム設備保全室 室長

旧
猿投第１製造部
猿投第１保全･技術員室 主担当員
猿投第２製造部
猿投シート製造室 室長
猿投第２製造部
猿投ウレタン製造室 室長
猿投第１製造部
猿投第１保全･技術員室 室長
猿投第１製造部 猿投フレーム製造室
SAF２係 工長
猿投第１製造部
猿投第１保全･技術員室 主担当員

猿投内装製造部 猿投トリム製造室 室長

猿投第１製造部 猿投トリム製造室 室長

大野 典隆

猿投内装製造部 藤岡トリム製造室 室長

トヨタ紡織インドネシア

丸尾 浩之

高岡製造管理部 高岡品質室 主担当員

グローバル生産推進部 工務推進室
品質技術Ｇ グループ長

上野 浩二

高岡製造管理部 高岡工務室 室長

高岡製造管理部 高岡工務室 主任

高岡製造部 高岡設備保全室 室長

猿投第２製造部 猿投第２保全･技術員室 室長

豊橋製造管理部 豊橋品質技術室
技術１Ｇ グループ長

豊橋製造管理部 豊橋品質技術室
技術１Ｇ グループ長

○石原 聖久

BR開発プロセス改革室 主担当員

BR開発プロセス改革室 主任

○細川 和久

技術管理部 開発能力向上推進室
総括Ｇ 主担当員
技術管理部 開発能力向上推進室
人事Ｇ 主担当員
技術管理部 開発能力向上推進室
専門教育Ｇ グループ長

氏名
神ﾉ川 光春
今吉 賢治
小嶋 一也
牧 修
○長屋 幸和
原田 直周

○安藤 義高
寺町 邦夫

第３シート設計部 主担当員

田中 昌巳

高岡製造管理部 高岡工務室 主担当員

斉藤 広孝

トヨタ紡織アジア

三田 洋司

技術管理部 法規認証室 認証Ｇ グループ長

技術管理部 法規認証室 認証Ｇ グループ長

○板倉 陵

デザイン部 第１デザイン室 室長

デザイン部 第１デザイン室
第１１デザインＧ グループ長

○渡辺 昌樹

デザイン部 アドバンスデザイン室 主任

○竹内 民味恵

デザイン部 アドバンスデザイン室
第４Ｇ グループ長
材料技術開発部 第1材料技術開発室
第２Ｇ グループ長
材料技術開発部 第３材料技術開発室
第１Ｇ グループ長
試作部 試作進行室
シート日程Ｇ グループ長
試作部 シート･内装試作室 室長

材料技術開発部 材料技術開発室
第３Ｇ 主任
材料技術開発部 表皮開発室
第１Ｇ グループ長
試作部 試作進行室
グローバルシートＧ グループ長

○清石 裕介
○石原 学
○柴田 剛

シート実験部 試験室 室長

井出 達也

生産企画部 物流補給企画室 主担当員

田中 基晶

トヨタ紡織ブラジル

鈴木 勝

繊維開発部 繊維生技室 主担当員

トヨタ紡織アジア

佐野 維哉

品質保証部 地域品質向上室
認証･規定管理Ｇ グループ長
品質保証部 地域品質向上室
出荷品質向上Ｇ グループ長
品質保証部 プロジェクト監査室
グローバルプロジェクトＧ グループ長
品質保証部 お客様品質室
列車シートＧ グループ長

品質保証部 グローバル品質統括室
認証･規定管理Ｇ グループ長

生技管理部
スマートプロセス推進室 主担当員
生技管理部 欧米生技企画室
欧州Ｇ グループ長

○西岡 亮

グローバル品質管理室 第２Ｇ 主担当員

渡邊 宗能

グローバル品質管理室 第１Ｇ 主担当員

高島 雅樹

品質保証部 お客様情報管理室
列車シートＧ グループ長
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○笹原 寿和

（Ｇ３つづき）
新
品質保証部 部品･材料保証室
非金属材料Ｇ グループ長

旧
日本地域品質管理部
非金属材料Ｇ グループ長

氏名

生産企画部 生産企画室 主担当員

生産企画部 生産企画室 主任

○渡邉 嘉孝

生産企画部 物流補給企画室 主担当員

生産企画部 物流補給企画室 CX

○三橋 範明

生産管理部 生産統括室
生産システムＧ グループ長
生産管理部 生産統括室
生産システムＧ 主担当員
生産管理部 生産管理室
生産性マネジメントＧ グループ長
生産管理部 物流補給管理室
補給管理Ｇ グループ長
新製品進行管理部 グローバルプロジェクト室
グローバルプロジェクト１Ｇ グループ長

グローバル生産推進部 工務推進室
工務Ｇ グループ長
グローバル生産推進部 工務推進室
工務Ｇ 主担当員
生産管理部 生産管理室
生産性マネジメントＧ グループ長
生産管理部 物流補給管理室
物流管理Ｇ 主任

森 宣男

近藤 直臣
堀 正巳
○江川 亜貴
○新井 久司

シート製品企画部 ＰＭ４チーム 主担当員

増田 龍平

生産調査部 主担当員

生産管理部 生産管理室
生産性マネジメントＧ 主担当員

伊藤 哲三

生産調査部 Cグループ 主担当員

トヨタ紡織アメリカ

今井 法義

ﾓﾉづくり推進部 ベスト技能推進室
VM推進Ｇ グループ長

グローバル生産推進部 製造推進室
シートＧ 主担当員
グローバル生産推進部 製造推進室
シートＧ 主担当員
グローバル生産推進部 工務推進室
標準化Ｇ グループ長

伊藤 稔

ﾓﾉづくり推進部 保全推進室 主担当員

グローバル生産推進部 保全推進Ｇ 主担当員

澤田 弘光

ﾓﾉづくり推進部 保全推進室 主担当員

グローバル生産推進部 保全推進Ｇ 主担当員

涌井 和彦

技能育成推進部 技能育成室
新規プロジェクトＧ グループ長
技能育成推進部 技能育成室
企画･総括Ｇ グループ長

技能育成推進部 技能育成室
新規プロジェクトＧ CX
技能育成推進部 技能育成室
企画･総括Ｇ グループ長

技能育成推進部 技能伝承室 主担当員

トヨタ車体精工

TBユニファッション

TBユニファッション

トヨタ紡織アメリカ

ＩＴ推進部 システム開発１室
技術１Ｇ 主担当員

トヨタ紡織アメリカ

トヨタ紡織アメリカ

トヨタ紡織アメリカ

生産調査部 Ｅグループ 主担当員

トヨタ紡織アメリカ

トヨタ紡織アメリカ

○萬屋 洋

トヨタ紡織ブラジル

ﾄﾖﾀ紡織ブラジル

○小倉 孝

トヨタ紡織ブラジル

生技管理部 欧米生技企画室
欧州Ｇ グループ長

福島 広治

トヨタ紡織イリノイ

猿投製造管理部 猿投品質技術室 室長

酒井 一宏

トヨタ紡織イリノイ

猿投第１製造部 猿投フレーム製造室 室長

前川 芳明

ﾓﾉづくり推進部 ベスト技能推進室 主担当員
ﾓﾉづくり推進部 ベスト技能推進室 主担当員

トヨタ紡織アジア
トヨタ紡織アジア
トヨタ紡織アジア

シート営業部 第２シート営業室
１Ｇ グループ長
生技管理部 日本･アジア生技企画室
日本Ｇ 主任
生産調査部 Ｃグループ 主担当員
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小澤 一彰
鈴木 健一

○大河原 幸浩
○岩瀬 洋治
塚田 晃
○山本 泰史
神本 重成
○近藤 邦彦
西岡 弘之

渥美 綱史
○猪口 貴昭
久保 伸一

（Ｇ３つづき）
新

旧
内外装生技部 ドアトリム射出室
第２Ｇ グループ長

近藤 大雄

トヨタ紡織アジア

第４シート設計部 第４２シート設計室 室長

齊藤 孝夫

トヨタ紡織アジア

トヨタ紡織アジア

トヨタ紡織アジア

技術管理部 法規認証室
法規･環境Ｇ 主担当員

安水 幸

トヨタ紡織インドネシア

内外装調達部 内外装部品調達室 室長

藤根 賢

トヨタ紡織ハノイ

トヨタ紡織ハノイ

トヨタ紡織オートモーティブインディア

猿投第２製造部 猿投カバー製造室 主担当員

豊田紡織中国

内外装生技部 内外装トリム室
第２Ｇ グループ長

豊田紡織中国

ビジネスマネジメント部 中国室 主担当員

広州桜泰汽車飾件

広州桜泰汽車飾件

天津英泰汽車飾件

内外装生技部 内外装トリム室 室長

岡田 伸一

瀋陽豊田紡織汽車部件

高岡製造部 高岡技術員室
技術Ｇ グループ長

安枝 健太郎

トヨタ紡織ヨーロッパ

トヨタ紡織ヨーロッパ

トヨタ紡織アジア

氏名

○三浦 一紀

○水野 竹男
田嶋 正伸
○田口 和典
張 裕嘉
○原 一郎

○登 浩輔
以上
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