
 

 

平成３０年３月２日 

各    位 

                         会 社 名   

代表者名  代表取締役社長 新宮 壽人 

                         （コード番号 8249 東証第二部） 

                    問合せ先  人事総務部担当部長 渡辺 俊裕 

                         （TEL 06-6459-2101） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30年 4月 1日付をもって、下記のとおり組織変更および人事異動を行いますので、

お知らせいたします。 

 

                   記 

 

1．組織変更（平成 30年 4月 1日付） 

 

1）営業本部の統合と専門組織の新設 

 

1)－1 お客様対応の一本化と強化を図るため、5営業本部を 3営業本部に統合する。 

 

＜現組織＞      ＜新組織＞ 

 

情報通信営業本部 エレクトロニクス営業本部    ・技術面で親和性のある組織の統合 

電機・電子営業本部 

 

住建・住設営業本部 エリア営業本部         ・顧客・地域性に共通性のある組織 

広域営業本部                      の統合 

 

自動車営業本部 自動車営業本部         ・当営業本部内にある製造部を、新設 

する「製品本部」に移管 

 

 

1)－2 期待する製品の事業拡大と新ビジネス開拓組織の新設 

 

「ディスプレイ製品開発室」 ： ディスプレイ関連技術を扱う専門組織 

「ビジネスプロモート部」  ：  新たなビジネスモデルの発掘、育成の専門組織 

 

2）製品本部の新設 

有望製品群の競争力向上を担務とする製品本部を新設し、技術・品質・コストの改善、担当技術

範囲の新製品の創出を担当する。 

本部内に、「鋲螺推進部」、「化成品推進部」、「鍛造・圧造・切削推進部」、「鋳造・プレス推進部」、 

「機材推進部」の 5つの推進部をおく。 

 

 

 



２．人事異動（平成 30年４月１日付）  

                          （下線が異動箇所） 

〔新役職名〕 〔氏名〕 〔現役職名〕 

代表取締役専務取締役  

エレクトロニクス営業本部、 

自動車営業本部、エリア営業本部、 

ビジネスプロモート部、 

ディスプレイ製品開発室 所管 

科友（香港）有限公司 会長 

台湾科友貿易（股）有限公司 董事長 

科友貿易（大連保税区）有限公司 董事

長 

テクノアソシエ・ベトナム・カンパニ

ー・リミテッド 会長 

高安 宏明 

 

代表取締役専務取締役 専務執行役員 

情報通信営業本部、自動車営業本部、 

電機･電子営業本部、住建･住設営業本部、 

広域営業本部所管 

情報通信営業本部長、 

電機・電子営業本部長 

科友（香港）有限公司 会長 

台湾科友貿易（股）有限公司 董事長 

科友貿易（大連保税区）有限公司 董事長 

テクノアソシエ・ベトナム・カンパニー・

リミテッド 会長 

代表取締役専務取締役  

人事総務部、貿易管理室  

貿易部 所管 

 

伊藤 准 

 

代表取締役専務取締役  

人事総務部、貿易管理室、貿易部 

鋲螺事業推進部、化成品事業推進部 所管 

専務取締役 専務執行役員 

製品本部長  

物流部、品質・環境管理部、 

開発推進部 所管 

森谷 守 

 

専務取締役 

物流部、品質・環境管理部、開発推進部、

自動車営業本部 所管 

取締役 常務執行役員 

エリア営業本部長 

自動車営業本部 所管 

科友貿易（広州）有限公司 董事長 

永江 信久 

 

取締役 常務執行役員 

自動車営業本部長 

自動車営業本部 所管 

科友貿易（広州）有限公司 董事長 

執行役員 

自動車営業本部長 

自動車営業本部 西日本営業部長 

東京事務所長 

化成品推進部に関する特命 

昆山東訊機電有限公司 董事長 

松本 昌一郎 執行役員 

自動車営業本部副本部長 

自動車営業本部 西日本営業部長 

東京事務所長 

化成品事業推進部に関する特命 

昆山東訊機電有限公司 董事長 

執行役員 

エリア営業本部 

西日本営業部 担当本部長 

ビジネスプロモート部所管 

内海 晃 執行役員 

住建・住設営業本部長 

住建住設営業本部  

第三営業部長  第四営業部長 

執行役員 

エリア営業本部 

東日本営業部 担当本部長 

中園 孝行 執行役員 

広域営業本部長 

広域営業本部 西日本営業部長 

執行役員 

エレクトロニクス営業本部長 

上田 裕章 執行役員 

電機・電子営業本部長 

執行役員 

エリア営業本部  

中日本営業部 担当本部長 

木村 靖 広域営業本部 

東日本営業部長 北陸営業部長 

執行役員 

営業企画部長    

樋口 拡勝 業務統括部長  

営業企画部 業務統括部長 南 文雄 業務統括部主幹 



ディスプレイ製品開発室長 三田村 武 

 

情報通信営業本部 

第四営業部 第二営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ビジネスプロモート部長 村上 和也 営業セクター 主幹 

エレクトロニクス営業本部 

東日本営業部長 

江口 達夫 情報通信営業本部 

第二営業部長 第三営業部長 

エレクトロニクス営業本部 

中日本営業部長 

里見 真人 電機・電子営業本部 

第三営業部長 第二営業部長 

エレクトロニクス営業本部 

西日本営業部長 

千賀 良二 情報通信営業本部 

第四営業部長 生産管理部長 

エレクトロニクス営業本部 

西日本営業部主幹 

藤田 一雄 電機・電子営業本部 

第四営業部長 

エレクトロニクス営業本部 

西日本営業部 担当部長 

仁科 久之 電機・電子営業本部 

第四営業部担当部長 

エリア営業本部 東日本営業部長 三木 修二 広域営業本部 

東日本営業部 主幹 

エリア営業本部  

東日本営業部担当部長 

田中 哲也 広域営業本部 

東日本営業部担当部長 

エリア営業本部 

東日本営業部担当部長 
野本 裕二 広域営業本部 

東日本営業部担当部長 

エリア営業本部 中日本営業部長 高木 秀志 自動車営業本部 東日本営業部次長 

エリア営業本部 西日本営業部長 河野 秀明 住建・住設営業本部 第四営業部次長 

理事 

製品本部 担当部長 

成田 広明 理事 

自動車営業本部 機構部品営業部長 

鋲螺推進部長 

 

藤瀬 博視 鋲螺事業推進部長 

 

化成品推進部長 

 

清水 裕也 化成品事業推進部長 

 

鍛造・圧造・切削推進部長 

日星金属制品（上海）有限公司 董事長 

嘉善科友盛科技有限公司 董事長 

科友貿易（上海）有限公司 董事長 

松尾 正隆 自動車営業本部 製造部長 

日星金属制品（上海）有限公司 董事長 

嘉善科友盛科技有限公司 董事長 

科友貿易（上海）有限公司 董事長 

鋳造・プレス推進部長 高橋 猛 住建・住設営業本部 

第二営業部長 



鋳造・プレス推進部 主幹 岩本 徳生 広域営業本部 

西日本営業部 担当部長 

機材推進部長 

 

上田 信吾 営業企画部長 

 以上 


