
１）新設

① シートＳＳセンターにコンプリートシート先行開発部を新設

② シート部品センターにシート骨格先行開発部を新設

③ ACT事業センターにACT生技部を新設

２）再編

① 新価値創造センターに新領域開拓部、車室空間開発部、要素技術開発部、

空間システム開発部を設置

② Ｆｒシート骨格開発部、シート機能品開発部を再編し、

Ｆｒシート骨格機能品開発部、Ｒｒシート機能品開発部とする

③ 日本地域品質管理部、VA推進室、シートＳＥ推進室を統合し、日本地域生産統括部とする

④ 大口岐阜工場の大口品質管理室と岐阜品質管理室を統合し、品質管理部とする

⑤ 技術開発領域のＢＲ開発プロセス改革室を再編し、ＢＲ－ＰＬＭ
※

推進室とする ※Product Lifecycle Management

⑥ モノづくり推進領域のモノづくり推進部を再編し、技能伝承部とする

３）改称

① シート設計品質改善部を シート品質改善部に改称

② シート製品企画部を シート製品統括部に改称

③ シート部品先行開発部を シートシステム先行開発部へ改称

④ 日本地域統括部を日本地域事業統括部へ改称

４）移管・廃止

① 秘書部を経営企画本部に移管

② 原価統括室を廃止

記
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１．主な組織変更の内容

２０１８年３月２９日
トヨタ紡織株式会社

News Release

２０１８年４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

　トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、社長：石井 克政）は、２０１８年４月１日付で
下記の通り、組織変更および人事異動を行います。
　今回は、２月２８日に公表した「２０１８年４月１日付組織および役員体制の変更」の
追加情報として、部組織の変更、役員の担当委嘱の追加、G職の異動について公表するものです。
　〈ご参考：２月２８日に公表した組織変更内容を添付〉

部格組織以上
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専務役員

新 旧 役職・氏名

 内外装事業本部　本部長
 [兼]内外装事業戦略企画部　部長

 内外装事業本部　本部長
　　専務役員
　　　石井　正哉

専務理事・常務理事

新 旧 役職・氏名

 新価値創造センター　センター長
 [兼] 新領域開拓部　部長

 先端開発領域　領域長
 基礎研究所　所長

　　専務理事
　　　鬼頭　修

 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長
 [兼] トヨタ紡織インディアナ　社長

 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長
　　常務理事
　　　足立　記通

 シート事業本部
 シートＳＳセンター　センター長
 [兼] シート製品統括部　部長

 シート事業本部
 シートＳＳセンター　センター長
 [兼] シート製品企画部　部長

　　常務理事
　　　酒井　辰己

 新事業推進本部
 ACT事業センター　センター長
 繊維事業センター　センター長
 [兼] ACT生技部　部長

 シート生技部　部長
　　常務理事
　　　妹尾　倫太郎

 内外装事業本部
 内装ＳＳセンター　センター長
 [兼] 内装製品企画部　部長

 シート製品企画部　 ＰＭ２チーム　EＰＭ
　　常務理事
　　　小島　和美

 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長
 [兼] トヨタ紡織ケンタッキー　社長

 トヨタ紡織アメリカ
　　常務理事
　　　今枝　務

G０　（従来の参与）

新 旧 氏名

 シート品質改善部　部長  シート事業戦略企画部　部長 山内　伸浩

 トヨタ紡織イリノイ　コーポレートアドバイザー  トヨタ紡織イリノイ　社長 海野　明弘

 広州桜泰汽車飾件　総経理  広州桜泰汽車飾件　総経理 　○　広瀬　明博

２．担当委嘱

３．人事異動 部をまたぐ異動、部内異動、拠点長への異動、昇格者（○）のみ記載

（２月２８日に公表した４月１日付の担当委嘱に追加のあった役員のみ記載）
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G1　（従来の基幹職１級）

新 旧 氏名

 車室空間開発部　部長  車室空間企画部　部長 古田　雅子

 空間システム開発部　部長  車室空間企画部　技術戦略室　室長 後藤　靖浩

 空間システム開発部　主査  車室空間企画部　ＡＤＡＳ企画室　主査 青木　隆

 要素技術開発部　部長  先端開発部　部長 滝田　稔

 要素技術開発部　主査  先端開発部　新技術Ｒ＆Ｐ室　主査 小山　弘

 要素技術開発部
 ものづくり要素開発室 室長

 先端開発部　先端生技開発室　室長 永谷　保

 経理部　部長  トヨタ紡織アメリカ 寺澤　隆仁

 シート事業戦略企画部　部長  シート事業戦略企画部　主査 治田　哲夫

 シート事業戦略企画部 ＮＣＢ営業室 室長  Ｆｒシート骨格開発部　部長 古賀　浩司

 シート事業戦略企画部 ＮＣＢ営業室 主査  営業企画部　ＧＮＣＢ営業室　主査 柴田　浩

 シート製品統括部　 ＰＭ1チーム　EＰＭ  シート製品企画部　 ＰＭ1チーム　ＥＰＭ 福井　靖博

 シート製品統括部　 ＰＭ２チーム　EＰＭ  シート製品企画部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ 髙橋　淳一

 シート製品統括部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ  シート製品企画部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ 筒井　克彦

 シート製品統括部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ  シート製品企画部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ テッド　シェイファー

 シート製品統括部　 ＰＭ３チーム　EＰＭ  シート製品企画部　 ＰＭ３チーム　ＥＰＭ 馬淵　忠幸

 コンプリートシート先行開発部　部長  シートＳＳセンター　主査 牧　博史

 第1シート設計部　部長  第２シート設計部　部長 八百市　信一

 第２シート設計部　部長  第２シート設計部 第２３シート設計室 室長 安藤　嘉晃

 シートシステム先行開発部　部長  シート部品先行開発部　部長 川村　健貴

 シート骨格先行開発部　部長  Ｒｒシート骨格開発部　部長 秋月 賢一郎

 Ｆｒシート骨格機能品開発部　部長  シート機能品開発部　部長 加藤　治男

 Ｒｒシート機能品開発部　部長  シート設計品質改善部　部長 岡崎　裕行

 シート骨格生技部　部長  トヨタ紡織アジア 永田　雅樹

 内装製品企画部　 ＰＭ1チーム　 EＰＭ  内外装事業戦略企画部　部長 浦津　政美

 内外装生技部　部長  内外装生技部　内外装ＳＥ推進室　室長 田辺　仁

 ユニット部品開発部　部長
 ユニット部品事業戦略企画部
 業務改革室 室長

鈴木　慶三
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（G1のつづき）

新 旧 氏名
 新興国小型車事業センター
 大阪営業所 所長

 事業企画部　部長 八木　紀道

 事業化企画部　部長  トヨタ紡織インディアナ　社長 渡辺　眞明

 営業企画部　部長  営業企画部　ＧＮＣＢ営業室　室長 江波戸　輝典

 日本地域本部 ＳＨＯＰ軸活動推進室 室長  猿投工場　主査 内輪　学

 日本地域本部 ＳＨＯＰ軸活動推進室 主査  猿投工場　主査 本田　宏人

 日本地域事業統括部　主査  製品開発部　部長 松井　雄一

 日本地域事業統括部　部長  日本地域統括部　部長 山本　直輝

 日本地域事業統括部　主査  ＶＡ推進室　主査 太田　孝正

 日本地域生産統括部　部長  シートＳＥ推進室　室長 梶田　尚樹

 日本地域生産統括部　主査  日本地域品質管理部　部長 武内　仁

 日本地域生産統括部　主査  豊橋工場　副工場長 鉾谷　義和

 大口岐阜工場　工務部　部長  ＴＢカワシマ 加藤　雅之

 大口岐阜工場　副工場長
 [兼] 大口岐阜工場　品質管理部　部長

 トヨタ紡織ハイフォン　社長 小川　雅司

 猿投工場 シート製造部　部長  シート生技部　 ウレタン生技室　室長 村田　義幸

 高岡工場　副工場長  猿投工場　主査 鈴木　章泰

 関東工場　副工場長
 [兼] 富士裾野製造部　部長
        東京製造部　部長

 高岡工場　副工場長 松葉口　学

 豊橋工場　副工場長
 [兼] 豊橋工場　工務部　部長

 豊橋工場　工務部　部長 村松　一彦

 ＢＲ-ＰＬＭ推進室　室長  ＢＲ開発プロセス改革室　室長 秋谷　英紀

 技術管理部　主査  トヨタ紡織トルコ　コーポレートアドバイザー 外薗　勝彦

 グローバル調達推進部
 内外装調達室　室長

 豊田紡織中国 服部　達哉

 生技管理部　部長  内外装生技部　部長 野々部　二三夫

 技能育成推進部　部長  モノづくり推進領域　主査 高瀬　成幸

 技能伝承部　部長  モノづくり推進部　部長 岡部　滋介

 トヨタ紡織イリノイ　社長  トヨタ紡織イリノイ スコット カーペンター

 トヨタ紡織アジア  生技管理部　部長 鳥居　秀紀

 トヨタ紡織アジア  生産管理部　部長 杉崎　哲也

 ＡＴＮオートアコースティクス　社長  技術管理部　主査 鶴岡　一夫

 ＴＢテクノグリーン  生技管理部　主査 平岩　良彦

 共和産業株式会社  内装製品企画部　ＰＭ1チーム　EＰＭ 竹嶋　知彦
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新 旧 氏名

 Ｒｒシート骨格開発部　部長  Ｆｒシート骨格開発部　副部長 中根　了秀

 シート生技部　部長  シート生技部　シート組立生技室　室長 今井　英人

 ＦＰＴ生技部　部長  ＦＰＴ生技部　主査 垣本　貴裕

 製品開発部　部長  第1シート設計部　部長 坪井　俊靖

 豊橋工場　品質管理部　部長  豊橋工場　 ＡＣＴシート製造室　室長 高崎　統徳

 豊橋工場　製造部　部長  豊橋工場　品質管理部　部長 堀井　敏

 生産管理部　部長  猿投工場　シート製造部　部長 鈴木　禎信

 トヨタ紡織ハイフォン　社長
 大口岐阜工場　副工場長
 [兼] 大口岐阜工場　工務部　部長

伊藤　純治

 TBソーテックトルコ　社長  トヨタ紡織トルコ ハーカン コナック

G２　（従来の基幹職２級）

新 旧 氏名

 新領域開拓部 ４Ｇ　主査  基礎研究所　主査 柘植　元基

 新領域開拓部 ４Ｇ　主査  基礎研究所　主査 森　大二

 新領域開拓部 1Ｇ　グループ長  基礎研究所　研究１G　グループ長 李　致漢

 新領域開拓部 ２G　グループ長  基礎研究所　研究２G　グループ長 岩崎　航太

 新領域開拓部 ３G　グループ長  基礎研究所　研究３G　グループ長 田畑　和文

 車室空間開発部 商品企画開発室 室長  車室空間企画部　商品企画室　室長 山内　克仁

 車室空間開発部 空間企画開発室 室長  技術管理部 開発能力向上推進室 室長 柳田　良則

 要素技術開発部 基盤要素開発室 室長  先端開発部　新技術Ｒ＆Ｐ室　室長 加藤　健二

 要素技術開発部
 ものづくり要素開発室　主査

 先端開発部　先端要素技術開発室　室長 浅野　誠

 グローバル人材開発部 採用・育成室 室長  トヨタ紡織アメリカ 片桐　康成

 ビジネスマネジメント部　欧米室　主査  経理部　原価管理室　室長 磯村　直人

 シート事業戦略企画部 戦略企画室 主査  生技管理部　主査 久田　洋士

 シート事業マネジメント部　主査  原価統括室　室長 小林　清之

 シート品質改善部
 シート標準化推進室 室長

 シート設計品質改善部
 シート標準化推進室 室長

長田　知晃

G２／部門長・拠点長　（従来の基幹職２級）
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（G２のつづき）

新 旧 氏名

 シート製品統括部　ＰＭ1チーム　ＰＭ  シート製品企画部　ＰＭ1チーム　ＰＭ 中野　達也

 シート製品統括部　ＰＭ1チーム　ＰＭ  シート製品企画部　ＰＭ1チーム　ＰＭ 友成　嘉孝

 シート製品統括部　ＰＭ２チーム　ＰＭ  シート製品企画部　ＰＭ２チーム　主査 鈴木　俊雄

 シート製品統括部　ＰＭ２チーム　ＰＭ
 シート機能品開発部
 第1シート機能品開発室　室長

黒田　裕司

 シート製品統括部　ＰＭ３チーム　ＰＭ  シート製品企画部　ＰＭ３チーム　ＰＭ 中川　佳久

 シート製品統括部　ＰＭ３チーム　ＰＭ  シート製品企画部　ＰＭ３チーム　ＰＭ 藤永　健司

 コンプリートシート先行開発部
 シート企画Ｇ　グループ長

 エイム株式会社 野々山　聡

 シートシステム先行開発部
 シート部品先行開発室 第1Ｇ　主査

 シート部品先行開発部
 シート部品先行開発室　第1Ｇ　主査

鈴木　康明

 シートシステム先行開発部
 シート電子デバイス開発室　室長

 シート部品先行開発部
 シート電子開発室　室長

山内　徳康

 シートシステム先行開発部
 シート制御開発室　室長

 シート部品先行開発部
 シート制御開発室　室長

飯田　健司

 Ｆｒシート骨格機能品開発部
 第２Ｆｒシート骨格開発室　室長

 Ｆｒシート骨格開発部
 第２Ｆｒシート骨格開発室　室長

稲吉　宗人

 Ｆｒシート骨格機能品開発部　副部長  シート機能品開発部　副部長 福山　和幸

 Ｒｒシート機能品開発部　主査  シート機能品開発部　主査 伊東　定夫

 Ｒｒシート機能品開発部
 第1Ｒｒ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

森　正俊

 Ｒｒシート機能品開発部
 第２Rrシート機能品開発室　室長

 シート機能品開発部
 第４シート機能品開発室　室長

北野　崇

 シート生技センター　主査  シート骨格生技部　主査 太田　雅之

 シート生技部　主査  トヨタ紡織アジア 川瀬　敏紀

 シート機能品生技部
 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

 内外装生技部　ＰＪＴ推進室　主査  トヨタ紡織アメリカ 鈴木　厚樹

 FPT生技部　FPT工程整備室　室長
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　グループ長 花之内　喜与秀

 日本地域本部　ＳＨＯＰ軸活動推進室
 縫製ＳＨＯＰＧ　グループ長

 シートＳＥ推進室　主査 谷　開

 日本地域事業統括部
 日本地域事業企画室　室長

 日本地域統括部
 日本地域企画管理室　室長

折戸　厚憲

 日本地域生産統括部
 生産推進室　日本再編G　主査

 日本地域統括部
 日本地域企画管理室　主査

安野　祐司

 日本地域生産統括部
 生産推進室　室長

 日本地域統括部
 日本地域企画管理室　主査

長田　浩好

 日本地域生産統括部 品質管理室 室長  日本地域品質管理部　主査 石井　一紀

 日本地域生産統括部
 ＶＡ推進室　管理Ｇ　グループ長

 ＶＡ推進室　主査 山中　秀幸

 日本地域生産統括部　ＶＡ推進室　室長  ＶＡ推進室　副室長 村瀬　達哉



7/7
（G２のつづき）

新 旧 氏名

 猿投工場 シート製造部　主査  トヨタ紡織サイアムメタル 須々木　高広

 高岡工場　主査  ソーテックアルゼンチン 稲谷　正則

 関東工場　主査  東京製造部　部長 黒山　千春

 豊橋工場　製造部　主査  技能育成推進部　主査 稲葉　敬二

 ＢＲ-ＰＬＭ推進室　主査  ＢＲ開発プロセス改革室　主査 髙面　啓

 ＢＲ-ＰＬＭ推進室　主査  ＢＲ開発プロセス改革室　主査 清水　健久

 ＢＲ-ＰＬＭ推進室　主査
 技術管理部
 開発能力向上推進室 専門教育Ｇ 主査

田口　伸二

 生技管理部　スマートプロセス推進室
 モノづくり革新Ｇ　グループ長

 シート機能品生技部
 シート機能品整備室 室長

武智　明仁

 生技管理部　生技企画室
 グローバル企画Ｇ　主査

 トヨタ紡織アメリカ 川出　雅俊

 生産管理部　生産管理室　室長  豊田紡織中国 山﨑　公嗣

 技能育成推進部　育成推進室　主査  生産調査部　主査 中村　茂

 技能伝承部　基本技能室　主査  生産調査部　主査 岡田　幸男

 技能伝承部　技能標準室　室長  モノづくり推進部 ベスト技能推進室 室長 長谷川　庄一

 技能伝承部　専門技能室　室長  モノづくり推進部　保全推進室　室長 中山　和典

 トヨタ紡織アメリカ  経理部　関係会社室　室長 木村　俊満

 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 安藤　勝人

 トヨタ紡織アジア  トヨタ紡織オーストラリア 長坂　了

 トヨタ紡織アジア  グローバル人材開発部 採用･育成室 室長 岩城　卓

 トヨタ紡織インドネシア  トヨタ紡織アジア 小島　猛史

 トヨタ紡織インドネシア  豊橋工場 製造部　部長 蟹江 俊彰

 豊田紡織中国  天津英泰汽車飾件 加納　慎也

 ＴＢ物流サービス  生産管理部 生産統括室 管理Ｇ 主査 伊藤　勝郎

 ＴＢカワシマ  上海豊田紡汽車部件　総経理 吉村　慎二

以　上



１．変更内容

① 世の中の変化により生まれつつあるニーズや期待に応える新しい価値を提案するため、

 　　基礎研究所と先端開発領域を統合し、イノベーションを喚起する新価値創造センターとする。

② 持続可能な成長を追求し、さらなる事業領域の拡大を牽引するため

製品事業分野に新事業推進本部を新設。

・ 事業化企画部、営業企画部を新事業推進本部に設置。

・ 新興国小型車事業本部を新興国小型車事業センターに改称し、新事業推進本部に設置。

・ シート事業本部のACTセンターをACT事業センターに改称し、新事業推進本部に移管。

・ 生産技術領域の繊維開発部を繊維事業センターへ再編し、新事業推進本部に設置。

③ 営業調達領域の営業機能を製品事業分野の各本部に統合し、調達領域を独立。

④ 日本地域生産拠点の一体経営に向けて、日本地域本部を再編し、

内製工場・関係会社別の組織（第１・第２製造センター）を、

製品・地域軸の組織（第１～第４製造センター）とする。

記

Ⅰ．組織の変更

２０１８年２月２８日
トヨタ紡織株式会社

News Release

　　　　　　　２０１８年４月１日付
　　　　　　　　　　組織および役員体制の変更について

　トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、社長：石井克政）は、２０１８年４月１日付で
下記の通り、組織および役員体制を変更します。
　今回の変更は、昨年度よりスタートした「中期経営実行計画」の実行を加速するため、
組織と役員体制を見直すものです。

【ご参考】



２．２０１８年４月１日付　組織図

株主総会

取締役会 監査役会  経営企画本部

　シート事業本部　　

 シートＳＳセンター

 収益管理本部

シート生技センター　

 シート部品センター

 業務改革本部

新価値創造センター

経営戦略会議・経営企画会議・経営会議
 経営管理本部

製品事業企画・管理会議

 技術開発領域

機能会議

事業・地域戦略会議

 調達領域
 内外装事業本部

 内装ＳＳセンター

 内外装部品センター

 品質領域
 ユニット部品事業本部  ユニット部品生技センター

　新事業推進本部

 新興国小型車事業センター

  安全衛生環境領域  ACT事業センター

 生産技術領域  繊維事業センター

 生産管理領域

  日本地域本部

第１製造センター
モノづくり推進領域

第２製造センター

第３製造センター

 中国地域本部

 欧州・アフリカ地域本部

第４製造センター

 米州地域本部

 アジア・オセアニア地域本部

[ 製品事業分野 ]

[ 機能連携推進分野 ]

[ 地域事業分野 ]

[ コーポレート分野 ]
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