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　 １．機構改革（平成２６年４月１日付）
  

（１）滋賀技術開発センター支援統轄部　購買統括部を発展的解消し、「グローバル購買統轄本部」を新設する。
 （英文名：Grobal Purchasing Management Division）

（２）FDBM事業本部 開発統轄部 中央開発技術研究所 開発部を「開発第１部」「開発第２部」へ分割する。
　　　（英文名：Development Engineering Dept.1、Dept.2)
（３）汎用モータ事業本部 品質保証・管理部を「品質保証部」へ改称する。
　　　（英文名：Quality Assurance Department)
（４）車載事業本部 生産統轄部に「生産企画部」を新設する。
　　　（英文名：Production Planning Department)
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　下記の通り、人事異動についてお知らせ致します。

記  

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ

   ２．人事異動（平成２６年４月１日付）

   　　           （ 新 ）

　　代表取締役副社長執行役員 　　代表取締役副社長執行役員
ＣＯＯ ＣＯＯ

日本電産グローバルサービス㈱会長
日本電産グローバルサービス㈱会長

　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
特命事項担当 社長補佐

日本電産サーボ㈱会長

社長補佐（グローバルビジネス統轄本部・ 社長補佐（グローバルビジネス統轄本部・
グローバル購買統轄本部・車載事業本部・ 車載事業本部・家電産業事業本部）
家電産業事業本部） 家電産業事業本部長
家電産業事業本部長 生産技術センター担当
企業戦略室・生産技術センター統轄  日本電産トーソク㈱会長

 日本電産トーソク㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長  日本電産モータホールディングス㈱会長

 日本電産モータホールディングス㈱会長 Nidec US Holdings Corporation会長
Nidec US Holdings Corporation会長 日本電産モータ㈱会長
日本電産モータ㈱会長

呉　文精

（ 旧 ）

　　取締役副社長執行役員

日本電産ロジステック㈱会長

   さわむら　けんじ

澤村　賢志

　　こ べ　  ひろし

小部　博志

日本電産サーボ㈱会長 日本電産ロジステック㈱会長

企業戦略室統轄

くれ　ぶんせい

　　取締役副社長執行役員
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　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
社長補佐（経理部） コンプライアンス室・ＣＦＯ戦略室・
コンプライアンス室・ＣＦＯ戦略室・

経営管理監査部・ＣＳＲ推進室担当
経営管理監査部担当 ＣＳＲ委員会委員長
日本電産コパル㈱会長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
人事部・中央モーター基礎技術研究所統轄 人事部・中央モーター基礎技術研究所統轄

安全保障貿易管理委員会委員長 安全保障貿易管理委員会委員長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
日本電産コパル㈱社長 日本電産コパル㈱会長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
ＣＦＯ ＣＦＯ

ＣＦＯ戦略室長
ＣＳＲ推進室担当 日電産(上海)管理有限公司会長
ＣＦＯ戦略室長

ＣＳＲ委員会委員長

日電産(上海)管理有限公司会長

車載事業本部・汎用モータ事業本部統轄
 滋賀技術開発センター支援統轄部担当

   はやふね　かずや

吉松　加雄

経理部統轄

車載事業本部長

　　取締役専務執行役員 早舩　一弥 　　取締役専務執行役員
車載事業本部長

ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・経理部・
ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・ グローバル税務企画部・財務部担当

木村　年宏

   よしまつ　 ますお

グローバル税務企画部・財務部・

経営企画部・知的財産部・海外事業管理部・
経営企画部長 技術戦略室担当

    きむら　 としひろ

グローバル税務企画部・財務部・ＣＳＲ推進室統轄

    はまだ　 ただあき

浜田　忠章

経営企画部・知的財産部・海外事業管理部担当

     さとう　あきら

佐藤　明

広報宣伝・ＩＲ部・関係会社管理部・法務部・
広報宣伝・ＩＲ部・関係会社管理部・法務部・ 経理部・グローバル税務企画部・財務部統轄

滋賀技術開発 タ 支援統轄部担当
欧州日本電産会長  滋賀技術開発センター支援統轄部担当
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長 欧州日本電産会長
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
Nidec Automotive Motor Americas会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長

Nidec Automotive Motor Americas会長

グローバルビジネス統轄本部長
生産技術センター担当

タイ日本電産㈱社長 タイ日本電産㈱社長
タイ日本電産精密㈱会長兼社長 タイ日本電産精密㈱会長兼社長

SC WADO Component (Cambodia) Co.,Ltd.社長 SC WADO Component (Cambodia) Co.,Ltd.社長

企業戦略室担当

経理部長
財務部長

グローバルビジネス統轄本部長

    たけだ　せいいち

　　執行役員 武田　清市 　　執行役員

   たんぽ 　 くにやす

　　執行役員 丹保　邦康 　　執行役員

日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱

SC WADO Co.,Ltd.社長

日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱社長
会長兼社長

SC WADO Co.,Ltd.会長兼社長

車載事業本部長

    ひしだ　 まさひろ

　　常務執行役員 菱田　正博 　　常務執行役員

経理部担当

特命事項担当
企業戦略室長

    やすい　 たくお

　　執行役員 安井　琢人 　　執行役員
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　　執行役員 　　執行役員
企業戦略室担当 グローバルビジネス統轄本部　
企業戦略室長 グローバル事業戦略室担当

　　執行役員
車載事業本部副本部長

　　特別顧問 　　特別顧問
社長補佐 社長補佐
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱ SC WADO Component (Cambodia)Co.,Ltd.会長
会長兼社長 日本電産コンポーネントテクノロジー㈱

会長兼社長

車載事業本部 生産統轄部長 兼 車載事業本部 生産統轄部長
同生産企画部長

経理部長 フィリピン日本電産㈱社長
フィリピン日本電産精密㈱会長
フィリピン日本電産スービック㈱社長

汎用モータ事業本部 生産統轄部 購買部長 汎用モータ事業本部 生産統轄部 購買部長 兼
兼 グローバル購買統轄本部 副本部長 滋賀技術開発センター支援統轄部 購買統括部長

日本電産サーボ㈱ ベトナム日本電産会社社長
取締役専務執行役員

フィリピン日本電産㈱社長 フィリピン日本電産㈱副社長
フィリピン日本電産精密㈱会長 フィリピン日本電産スービック㈱副社長

リピ 日本電産 ビ ク㈱社長

    き ら　 たかふみ

吉良　隆史

   ふじた　 ひろゆき

    うめだ　ふみひろ

梅田　文博

藤田　啓之

    で の  　たかお

出野　孝央

     まつい　ゆたか

松井　豊

   はまぐち　やすお

浜口　泰男

    おぜき　 ちあき

小関　智昭

    ふじい　 たくじ

藤井　拓二

フィリピン日本電産スービック㈱社長

ベトナム日本電産会社社長 ベトナム日本電産会社 生産部統轄部長

営業支援部長 営業支援部 部長

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部
中央開発技術研究所 生産管理部長 中央開発技術研究所 生産管理部 部長

Nidec Automotive Motor Americas副社長 経営企画部　部長

汎用モータ事業本部 汎用モータ事業本部
品質保証部長 品質保証・管理部長

フィリピン日本電産㈱副社長 FDBM事業本部 開発統轄部
フィリピン日本電産スービック㈱副社長 長野技術開発センター　副所長　兼　開発部長

ベトナム日本電産会社副社長 ベトナム日本電産会社　総務部統轄部長

フィリピン日本電産㈱副社長 フィリピン日本電産㈱　業務部長
フィリピン日本電産精密㈱副社長
フィリピン日本電産スービック㈱副社長

  ならまつ　け さ お

雙松 今朝雄

   なかつか　ひろなが

中塚　洪長

   たかはし　よしつぐ

髙橋　敬継

   うめだ　  かずお

梅田　一夫

     よしだ 　みのる

吉田　稔

　　 わしず　はじめ

鷲巢　肇

   みやじま　かずと

宮嶋　和人

    みやの　 まさひこ

宮野　昌彦
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経営管理監査部長 経営管理監査部　部長

フィリピン日本電産㈱副社長 フィリピン日本電産㈱副社長
フィリピン日本電産スービック㈱副社長 フィリピン日本電産スービック㈱
フィリピン日本電産精密㈱副社長 生産管理部門統轄

フィリピン日本電産精密㈱取締役

 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部　　 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部
長野技術開発センター 開発部長 中央開発技術研究所 開発部長

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部
中央開発技術研究所 生産技術部長 兼　 中央開発技術研究所 生産技術部長 兼　
部品技術部長 生産管理部長 兼 部品技術部長

　　以　　上

  もりた　  く み お

    いじり　 ともゆき

井尻　友幸

   むねむら　ただのぶ

宗村　忠信

森田　久美男

   いまほり　まさひろ

今堀　正博
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