
１）執行役員 （太字：変更点）

旧 氏名

日本地域本部　本部長

[兼]　第３製造センター　センター長
[兼]　関東工場　工場長 五百木　広志

２）センター長（幹部職）

旧 氏名

日本地域本部 第２製造センター センター長

[兼]　猿投工場　工場長
[兼]　高岡工場　工場長

川崎　敏幸

　　　　　　　　　　　　（幹部職）

旧 氏名

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

トヨタ車体精工　取締役常務役員 （出向） Ｒｒシート機能品開発部　部長 岡崎　裕行

※ 　グローバル調達推進部　調達企画室　主査 　シート事業マネジメント部　原価企画室　主査 安藤　慎吾

※
　技能育成部　育成推進室
　階層別教育グループ　主査

横幕　聖典

※ 　トヨタ自動車株式会社に出向 野々山　聡

※１２/２５に追加公表

　グローバル調達推進部　仕入先品質改善室
　ＳＰＩＡグループ　主査

　コンプリートシート先行開発部
　シート企画グループ　グループ長

新

記

新

日本地域本部　本部長

[兼]　第２製造センター　センター長
[兼]　猿投工場　工場長
[兼]　高岡工場　工場長
[兼]　第３製造センター　センター長
[兼]　関東工場　工場長

新

トヨタ車体精工　取締役副社長

１．担当委嘱

２．人事異動

News Release
２０１９年 １２月 ２５日

トヨタ紡織株式会社

２０２０年１月１日付 役員の担当委嘱の変更、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：沼 毅）は、２０２０年１月１日付で下記のとおり、

役員の担当委嘱の変更、人事異動を行います。



１）幹部職内の昇進　(従来の基幹職２級から基幹職１級への昇格)

　　　　　　　　　　氏　名

山内　克仁 車室空間開発部　商品企画開発室　室長

大蔵　正樹 ＢＲグローバル戦略室　

堀　靖 ＢＲグローバル本社推進室

江﨑　誠 ＳＡＴ推進部　シート計画室　室長

今井　英人 シート生技部　部長

金　鎭喆 ユニット部品事業戦略企画部　ＥＰＭ

森　雅彦 猿投工場内装製造部　部長

藤原　範彦 トヨタ紡織アメリカ

杉浦　正樹 トヨタ紡織アメリカ

松川　専 トヨタ紡織インディアナ

中川　幹男 豊田紡織天津汽車部件　総経理

２）幹部職への昇格　(従来の基幹職３級から基幹職２級への昇格)

　　　　　　　　　　氏　名

佐橋　英雄 ＢＲグローバル戦略室　

浅野　昌学 経理部　原価管理室

近藤　浩之 秘書部

志満津　邦人 第２シート設計部　第２１シート設計室　室長

古川　謙次 シート骨格先行開発部　シート骨格先行開発室　室長

福井　一仁 Ｆｒシート骨格機能品開発部　第３Ｆｒシート骨格機能品開発室　室長

村野　寿久 シート骨格生技部　溶接生技室

尾村　直美 内装製品企画部　Ｍ．Ｉ．Ｔ．推進室　室長

酒向　慎貴 内外装先行開発部　戦略企画室　室長

坂上　功 内外装トリム設計部　第３トリム設計室　室長

﨑山　要 ユニット部品開発部　第１部品開発室　室長

森内　嘉連 事業化企画部　

後藤　泰平 日本地域生産統括部　生産推進室　室長

中村　和彦 高岡工場品質管理部　外製品質室　室長

西郷　繁 豊橋工場製造部　レクサス製造課　課長

赤川　直也 ＴＱＭ推進室

近藤　彰英 グローバル調達推進部　シ－ト調達室

三浦　慎二 生産管理部　生産管理室　室長

中路　卓与 生産調査部　工場ＴＰＳ推進室

佐々木　克志 トヨタ紡織東北

田中　靖浩 トヨタ紡織九州

新家　功久 トヨタ紡織アメリカ

今井　法義 トヨタ紡織アメリカ　

森　敬一 トヨタ紡織ケンタッキー　

大倉　吉貴 豊田紡織中国

ダーン ケルクホフス トヨタ紡織ヨーロッパ

アルプ ビルジェン トヨタ紡織ヨーロッパ

小泉　博敬 トヨタ紡織ポーランド　

所　属

所　属

（１月１日付の室以上の所属組織、室長以上の役職を記載）３．昇進・昇格



３）基幹職への昇格　(従来の基幹職３級への昇格)

　　　　　　　　　　氏　名

川瀬　修 空間システム開発部　ＡＤＡＳ開発室

播田　貴広 要素技術開発部　基盤要素開発室

吉見　有司 ＩＴ推進部　システム開発２室

浅井　健太郎 経理部　主計室

松野　隼人 ビジネスマネジメント部　企画総括室

井前　研太朗 グローバル人材開発部　グローバル人事室

岩室　英樹 シート営業部　第１シート営業室

西垣　佳臣 シート実験部　第２実験室

井田　功 シート実験部　第２実験室

市村　正美 シート製品統括部　ＰＭ１チーム

野末　純一朗 シート製品統括部　ＰＭ３チーム

森本　剛史 第１シート設計部　第１１シート設計室

梅原　典恵 第１シート設計部　第１１シート設計室

小林　秀樹 第１シート設計部　第１３シート設計室

山岸　純大 第２シート設計部　第２１シート設計室

高井　伸仁 第２シート設計部　第２３シート設計室

夏目　拓 第３シート設計部　第３２シート設計室　

小牧　慎一郎 シートシステム先行開発部　シート制御開発室

浅野　真博 シート骨格生技部　溶接生技室

石黒　佳代子 内外装事業戦略企画部　企画・管理室

樋口　洋一 内装製品企画部　ＰＭ１チーム

田原　宏泰 内装製品企画部　Ｍ．Ｉ．Ｔ．推進室

伊藤　篤彦 内外装先行開発部　トリム開発室

石原　寛之 ドアトリム設計部　第３ドアトリム設計室

羽田野　兼吾 内外装生技部　ドアトリム組立室

國枝　哲也 内外装生技部　ドアトリム加飾室

糟谷　昌弘 ユニット部品開発部　第１部品開発室

後村　卓嗣 ユニット部品技術部　エアクリーナ設計室

丸山　雄丞 ＦＰＴ生技部　エアフィルタ生技室

杉山　雅紀 ユニット部品生技部　部品生準室

加藤　武良 日本地域生産統括部　生産推進室

倉橋　孝好 刈谷工場工務部　生産管理室

金子　久 刈谷工場製造部　フィルタ製品製造課　課長

大澤　真人 大口岐阜工場工務部　大口工務室　室長

安藤　利和 猿投工場内装製造部

大山　洋史 猿投工場内装製造部　猿投内装製造課

鈴木　弘明 高岡工場品質管理部　技術室

磯村　篤史 高岡工場製造部　トリム製造課　課長

彦坂　徹 豊橋工場製造部　内装製造１課　

外崎　京裕 品質保証部　地域品質向上室

蓮井　智 品質保証部　部品・材料保証室

澁谷　浩太郎 グローバル調達推進部　内外装調達室

名畑　厚志 技術管理部　知的財産室　室長

太田　征志 材料技術開発部　第１材料技術開発室

林　克也 試作部　試作進行室

林田　綾生 生技管理部　生技企画室

杉浦　智明 生産管理部　補給管理室

深谷　俊輔 新製品進行管理部　ＰＪＴ１室

南里　匡一 技能育成部　育成推進室

所　属



３）基幹職への昇格　 （前ページのつづき）

　　　　　　　　　　氏　名

ロドニー ミドルトン トヨタ紡織アメリカ

本間　慶昭 トヨタ紡織アメリカ　

吉田　聡 トヨタ紡織インディアナ　

レオ タスカ トヨタ紡織カナダ

ダニエル スッパ トヨタ紡織アルゼンチン

ジェームズ モーガン トヨタ紡織AKI　USA

川村　憲生 トヨタ紡織アジア

伊藤　尚徳 トヨタ紡織アジア　

ノッパドン カォムアンノイ トヨタ紡織フィルトレーションシステムタイランド

ソンポン プロムタイソン ＳＴＢテキスタイルズインダストリー

グエン プック トアン トヨタ紡織ハノイ

グエン テー フン トヨタ紡織ハノイ

ムラリダラ　マヤラパディ トヨタ紡織オートモーティブインディア

白井　秀典 新三興

潘　春荣 豊田紡織中国

満尾　達哉 豊田紡織中国

浅岡　誠 豊田紡織中国

韓　艳青 広州桜泰汽車飾件

榊原　宏晃 天津英泰汽車飾件　

趙　長勝 瀋陽豊田紡織汽車部件

クラウス フィリップ トヨタ紡織ヨーロッパ

成瀬　幹直 トヨタ紡織ヨーロッパ　

セドリック ムキーゼ トヨタ紡織南アフリカ

柳瀬　哲史 コベルク

山田　幸司 アラコ

林　正信 トヨタ紡織東北

千田　信 トヨタ紡織東北

坂井　明子 トヨタ紡織九州

赤城　保広 トヨタ紡織九州

南林　佳幸 テクニカルリンクスデザイン　

中川　裕子 ＡＴＮオートアコースティクス

酒井　涼 トヨタ自動車株式会社に出向　

山﨑　朗 全日本空輸株式会社に出向　

以　上

所　属


