
１）幹部職

新 氏名

 猿投工場品質管理部　部長 清水　英文

 佛山豊田紡織汽車零部件　総経理 杉浦　正人

２）基幹職

新 氏名

 天津豊田紡汽車部件　総経理 日置　利幸

氏名

田中　耕二朗

２）幹部職(G1)への昇進　　※従来の基幹職２級から基幹職１級への昇進

氏名

秋山　佳輝  経営企画部　経営企画室　室長

福山　和幸  シート機能品設計部　部長

山崎　新彦  シート機能品生技部　部長

黒井　宣男  刈谷工場製造部　部長

加藤　麻美  技術管理部　部長

安田　仁司  デザイン部　部長

西村　一德  グローバル調達推進部　シ－ト調達室　室長

大河内　吏  トヨタ紡織カナダ　社長

アンドリュー マーティン  トヨタ紡織カナダ

渡辺　浩司  トヨタ紡織アジア　副社長

旧

 天津豊田紡汽車部件　副総経理

記

旧

 猿投工場品質管理部　外製品質室　室長

 ＦＰＴ生技部 オイルフィルタ生技室　室長

１）幹部職(G0)への昇進　※従来の基幹職1級から参与への昇進

所属

 法務部　部長

所属

１．人事異動 

News Release 
２０２０年 １２月 ２４日 

トヨタ紡織株式会社 

２０２１年１月１日付 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、２０２1年1月１日付で 

下記のとおり、人事異動を行います。 

  

２．昇格・昇進  (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）幹部職(G2)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

片桐　尚子  経営企画部　経営企画室

藤原　誠二  ＢＲマネジメント室

土屋　綾子  ビジネスマネジメント部　企画総括室

加藤　伸弥  シート製品統括部　ＰＭ１室　ＰＭ

中村　利雄  ＢＲ表皮改革室

羽柴　正典  内外装先行開発部　バイオ技術開発室　室長

吉田　修平  ユニット部品技術部　エアクリーナ設計室

平塚　卓博  ＦＰＴ生技部　吸気系部品生技室　室長

佐野　維哉  繊維開発生技部　繊維技術室

立花　伸彦  猿投工場工務部　工場企画室　室長

小嶋　一也  猿投工場シート製造部　シート製造課　課長

落　邦広  高岡工場製造部　堤製造課　課長

深津　晃宏  品質保証部　地域品質向上室

高見　和宏  技術管理部　法規認証室

井上　大介  グローバル調達推進部　シ－ト調達室

河合　範昌  第２営業部　東京営業所　営業所長

筒井　重光  生産管理部　生産システム室　室長

矢嶋　直樹  トヨタ紡織アメリカ

近田　秀昭  トヨタ紡織インディアナ

ウルリッヒ ボース  トヨタ紡織カナダ

鬼頭　秀和  豊田紡織中国

吉川　雅士  広州桜泰汽車飾件

原　和弘  寧波豊田紡織汽車部件　総経理

栗山 信義  河源豊田紡織汽車部件　総経理

安枝　健太郎  瀋陽豊田紡織汽車部件

近藤　孝憲  トヨタ紡織ヨーロッパ

イェネル トゥトゥルエル  トヨタ紡織ヨーロッパ

カミル スホルスキ  トヨタ紡織ポーランド

ヴァンソン ファコン  トヨタ紡織ソマン

４）基幹職(G3)への昇格　　※従来の基幹職３級への昇格

氏名

服部　洋子  新領域開拓部　バイオ研究室

福安　麻美  経営企画部　渉外広報室

佐瀨　義昭  ＩＴ推進部　システム開発３室

長谷部　哲也  経営収益管理本部　秘書室

原　向次郎  経営収益管理本部　秘書室

松原　淳  シート実験部　実験統括室

森　隼人  シート実験部　安全実験室

姫野　建志  シート実験部　試験室

梅田　大輔  第２シート設計部　第２１シート設計室

望月　勇人  第３シート設計部

加藤　大輔  第３シート設計部　第３２シート設計室

和田　宏一  第３シート設計部　第３３シート設計室

小島　輝彦  シートシステム部品開発部　制御システム開発室

所属

所属



４）基幹職(G3)への昇格　（前ページの続き）

氏名

遠藤　隆行  シート機能品設計部　第２設計室

中島　誠  シート骨格生技部　溶接生技室

川尻　秀樹  内外装先行開発部　バイオ技術開発室

森田　浩史  ドアトリム設計部　第２ドアトリム設計室

伊井　京輔  ドアトリム設計部　第３ドアトリム設計室

若山　篤俊  内外装トリム設計部　第１トリム設計室

加藤　晃典  内外装トリム設計部　第２トリム設計室

田村　英司  内外装生技部　内外装成形室

相澤　真雄  ユニット部品事業本部　ユニット部品事業戦略企画室

竹内　和昭  ユニット部品技術部　フィルタ設計１室

西分　貴彦  ユニット部品生技部　先行生準室

彼宗　晃弘  車室空間企画開発部　空間システム開発室

田口　博基  刈谷工場製造部　技術員室

江口　佳亨  刈谷工場製造部　エレメント・コイル製品製造課

加納　勝利  岐阜製造部　保全技術課

荒川　真行  猿投工場工務部　工場企画室

増田　浩司  猿投工場シート製造部　シート製造課

鈴木　渡  猿投工場内装製造部　猿投内装製造課

岩越　正人  高岡工場品質管理部　外製品質室

山本　敦司  高岡工場品質管理部　外製品質室

新美　喜政  高岡工場製造部　堤製造課

岡本　直也  豊橋工場工務部　生産管理室

鎌戸　善男  豊橋工場品質管理部　検査１課　課長

岩井　欽二郎  豊橋工場製造部　レクサス製造課

山田　将人  技術管理部　法規認証室

太田　浩一郎  デザイン部　第２デザイン室

矢田　隆徳  試作部　試作進行室

西村　潤  第２営業部　ＮＣＢ営業室

木下　保彦  グローバル安全衛生環境部　安全衛生推進室

小川　博教  生産調査部　工場ＴＰＳ推進室

宇井　努  トヨタ紡織アメリカ

戸田　英伸  トヨタ紡織アメリカ

村石　雅俊  トヨタ紡織アメリカ

伊藤　克寿  トヨタ紡織アメリカ

ランディー クレイグ  トヨタ紡織アメリカ

本田　勉  トヨタ紡織ブラジル

キヨシ オキダ  トヨタ紡織ブラジル

ジュン ウエニシ  トヨタ紡織ブラジル

ブライアン フリーマン  トヨタ紡織テネシー

ジル オースティン  トヨタ紡織ミシシッピ

トム リンケ  トヨタ紡織インディアナ

ジョン グリットン  トヨタ紡織イリノイ

林　清久  ＴＢＤＮテネシー

小林　賢  トヨタ紡織アジア

長野　将英  トヨタ紡織アジア

所属



４）基幹職(G3)への昇格　（前ページの続き）

氏名

ワッタナー ケオサン  トヨタ紡織アジア

シリナダ チェンホーム  トヨタ紡織アジア

國分　大輔  ＳＴＢテキスタイルズインダストリー

平野　智一  豊田紡織中国

舟戸　淳  豊田紡織中国

岩瀬　剛  豊田紡織中国

高濱　高裕  天津英泰汽車飾件

古田　敦  トヨタ紡織ヨーロッパ

塩島　健  トヨタ紡織ヨーロッパ

アリ カルタル  トヨタ紡織ヨーロッパ

ウイリアム ドゥコティニー  トヨタ紡織ソマン

アンジェイ スタシンスキ  トヨタ紡織ポーランド

オズカン カムシュル  トヨタ紡織トルコ

青木　厚樹  コベルク

小瀬　繁  アラコ

海老名　秀仁  トヨタ紡織東北

宮崎　多佳央  ＴＢカワシマ

三井　勝巳  ＴＢカワシマ

宅間　大祐  ＴＢカワシマ

５）S3への昇格 ※高い専門性を発揮する人材を認知・処遇する資格として今回より導入

氏名

鬼頭　雅征

以上

所属

 材料技術開発部　第１材料技術開発室

所属


