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２０１８年１月１日付 

役員の職務分担の変更および顧問の委嘱、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：石井
いしい

 克
よし

政
まさ

）は、１月１日付で下記のとおり、

役員の職務分担の変更、顧問の委嘱、人事異動を行います。 

記 

１．役員の職務分担の変更  

新 旧 氏 名 

トヨタ紡織アジア 上級副社長 

トヨタ紡織インドネシア 社長 

トヨタ紡織オートモーティブインディア 会長 

トヨタ紡織アジア 上級副社長 

トヨタ紡織インドネシア 社長 

トヨタ紡織オートモーティブインディア  

会長兼社長 

常務役員 

蜂須賀 学 

２．顧問の委嘱  

新 旧 氏 名 

顧問 ‐ 
（2018年1月1日付 トヨタ自動車株式会社より転入） 

山本 卓 

３．人事異動  〔部をまたぐ異動のみ記載〕 

Ｇ０（従来の参与） 

新 旧 氏 名 

経営企画部 主査 ‐ 
（2018年1月1日付 トヨタ自動車株式会社より出向） 

尾崎 秀典 

Ｇ１（従来の基幹職１級） 

新 旧 氏 名 

猿投工場 主査 トヨタ紡織ポーランド 鈴木 章泰 

トヨタ紡織アジア 
トヨタ紡織ゲートウェイタイランド  

社長 
中村 義治 

Ｇ２（従来の基幹職２級）〔拠点長への異動のみ記載〕 

新 旧 氏 名 

トヨタ紡織ゲートウェイタイランド 

 社長 
トヨタ紡織ゲートウェイタイランド 岩永 修 

紡織オートモーティブタイランド 

社長 
紡織オートモーティブタイランド 

ワサン  

ブラナヲン 

トヨタ紡織オートモーティブインディア   

 社長 
猿投工場  主査 中瀬 節夫 
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２ 

 

４．昇格者  〔１月１日付の室以上の所属組織、室長以上の役職を記載〕 

Ｇ０ 

氏 名 所 属 

ダグラス シールド トヨタ紡織アメリカ 

Ｇ１ 

氏 名 所 属 

高瀬 智之 経営企画部 経営戦略室 室長 

安藤 嘉晃 第２シート設計部 第２３シート設計室 室長 

川村 健貴 シート部品先行開発部 部長 

村田 義幸 シート生技部 ウレタン生技室 室長 

河田 禎之 内外装トリム設計部 部長 

田辺 仁 内外装生技部 内外装ＳＥ推進室 室長 

藤村 志郎 ユニット部品生技部 部長 

鶴田 久人 猿投工場 工務部 部長 

杉戸 賢治 高岡工場 品質管理部 部長 

後藤 靖浩 車室空間企画部 技術戦略室 室長 

加藤 敏 生技管理部 スマートプロセス推進室 室長 

江波戸 輝典 営業企画部 ＧＮＣＢ営業室 室長 

寺澤 隆仁 トヨタ紡織アメリカ 

浅井 勲夫 豊田紡織中国 

渡辺 誠 成都豊田紡汽車部件 総経理 

Ｇ２ 

氏 名 所 属 

高井 智幸 総務部 総務室 室長 

石橋 裕一 ビジネスマネジメント部 中国･アセアン室 室長 

島田 直樹 ＩＴ推進部 システム開発３室 室長 

鈴木 俊雄 シート製品企画部 ＰＭ２チーム 

杉浦 由希規 第３シート設計部 第３３シート設計室 室長 

飯田 健司 シート部品先行開発部 シート制御開発室  室長 

中村 徹也 シート骨格生技部 シートＦｒ骨格生技室 室長 

岡本 賢治 ドアトリム設計部 第３ドアトリム設計室 室長 

本郷 康太郎 内外装生技部 ドアトリム加飾室 室長 

高木 勝義 内外装生技部 内外装工程整備室 室長 

 



 

３ 

（Ｇ２昇格者のつづき） 

氏 名 所 属 

成田 靖 ユニット部品技術部 エアクリーナ設計室 室長 

垣本 貴裕 ＦＰＴ生技部  

山中 秀幸 ＶＡ推進室 

森村 健一 猿投工場 シート製造部 シート設備保全室 室長 

安田 仁司 デザイン部 アドバンスデザイン室 室長 

木下 昇 材料技術開発部 第２材料技術開発室 室長 

阿比留 信幸 生技管理部 スマートプロセス推進室 

高瀬 哲也 生技管理部 日本･アジア生技企画室 室長 

松下 有史 品質保証部 ユニット保証室 室長 

橋本 健市 トヨタ紡織アメリカ 

酒井 一宏 トヨタ紡織イリノイ 

齊藤 孝夫 トヨタ紡織アジア 

パッタナウォン ロシャサミター トヨタ紡織ゲートウェイタイランド 

グエン ビンミン トヨタ紡織ハノイ 

グエン ルミン トヨタ紡織ハノイ 

長坂 了 トヨタ紡織オーストラリア 

谷川 友康 豊田紡織中国 

原田 正孝 河源豊田紡織汽車部件 総経理 

富永 真司 トヨタ紡織ヨーロッパ 

秋山 佳輝 トヨタ紡織ヨーロッパ 

 

Ｇ３ 

氏 名 所 属 

塩谷 武司 グローバル人材開発部 労務厚生室  

森 昭雄 総務部 総務室 

黒瀬 貴弘 経理部 主計室  

東 貴博 経理部 資金管理室 

榊原 俊男 ＩＴ推進部 システム開発１室 

鈴木 宏昭 基礎研究所 

野村 智明 シート営業部 第２シート営業室  

入山 靖史 シート実験部 評価計測技術開発室 

堀田 賢一 シート実験部 第２実験室 

 



 

４ 

 

（Ｇ３昇格者のつづき） 

氏 名 所 属 

福田 行義 シート実験部 試験室 

新屋 貴久 シート製品企画部 ＰＭ３チーム 

向島 貴志 第２シート設計部 第２２シート設計室 

花瀬 務 第３シート設計部 第３１シート設計室 

酒井 敏男 シートカバー技術開発部 第２型取り室 

鵜生 春樹 シート部品先行開発部 シート制御開発室 

石川 朗 Ｒｒシート骨格開発部 第３Ｒｒシート骨格開発室 

林田 徹雄 シート生技部 ウレタン生技室 

近藤 竜也 シート骨格生技部 シートＲｒ骨格生技室 

寒川 正彦 内外装営業部 内装ＳＳ営業室 

楯列 正浩 内装製品企画部 ＰＭ２チーム 

宮崎 健司 内外装先行開発部 バイオ技術開発室 

廣瀬 史尚 ドアトリム設計部 第１ドアトリム設計室 

山田 和樹 ドアトリム設計部 第２ドアトリム設計室 

上角 好孝 内外装トリム設計部 第１トリム設計室 

津田 斎 内外装生技部 ドアトリム射出室 

松尾 聡 内外装生技部 内外装トリム室 

水谷 昌史 ユニット部品営業部 ユニット部品営業室 

棚橋 敏彦 ユニット部品開発部 ユニット部品量産開発室 

加藤 博之 ユニット部品技術部 フィルタ設計室 

成尾 和彦 ＦＰＴ生技部 ＦＰＴ試作室 

内藤 裕二 製品開発部 製品企画室 

吉井 典夫 日本地域統括部 日本地域部品管理室 

林田 直政 日本地域品質管理部 シート生産準備室 

小澤 輝充 ＶＡ推進室 

原田 広文 刈谷工場 品質管理部 

安藤 時弘 刈谷工場 製造部 フィルタ製品製造室 室長 

菊地 裕之 猿投工場 技術員室 

市川 誠也 猿投工場 品質管理部 技術室 

中田 栄喜 高岡工場 製造部 シート製造室 室長 

清水 昌弘 豊橋工場 製造部 技術員室 

 



 

５ 

 

（Ｇ３昇格者のつづき） 

氏 名 所 属 

沖倉 啓之 東京製造部 東京製造室 

林 伸樹 車室空間企画部 商品企画室 

西川 泰弘 ＢＲ開発プロセス改革室 

若園 務 技術管理部 設計管理室 

篠澤 卓也 デザイン部 第２デザイン室 

三後 久美子 材料技術開発部 第３材料技術開発室 

伊藤 昌広 生技管理部 生技統括室 

新口 智康 グローバル調達推進部 生準･品質室 

大場 雅仁 品質保証部 地域品質向上室 

松本 浩治 品質保証部 お客様品質室 

辻 紗里奈 品質保証部 部品･材料保証室 

細井 琢也 品質保証部 部品･材料保証室 

瀬川 真一 生産企画部 物流補給企画室 

吉田 篤史 生産管理部 物流補給管理室 

児嶌 美紀 新製品進行管理部 グローバルプロジェクト室 

成田 洋一 新製品進行管理部 グローバルプロジェクト室 

菊田 博文 生産調査部 

菊池 忍 トヨタ紡織東北 

青山 順仁 ＴＢコーポレートサービス 

木下 洋介 トヨタ紡織アメリカ 

松山 慶彦 トヨタ紡織イリノイ 

田村 欣也 トヨタ紡織カナダ 

永野 秀樹 トヨタ紡織アルゼンチン 

横地 龍也 トヨタ紡織アジア 

安藤 伸哉 トヨタ紡織アジア 

阿部 剛 豊田紡織中国 

難波 義明 豊田紡織中国 

中野 佑治 トヨタ紡織ヨーロッパ 

杉浦 孝典 トヨタ紡織トルコ 

以 上 


