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▼機構改革
▽事業改革推進室を新設する。
市場開発本部を廃止し、市場開発統括部として事業改革推進室傘下に設置する。
▽安全保障貿易管理室を新設する。
▽人事総務本部傘下に人事統括部、総務統括部を新設する。
▽情報機器事業部：
傘下を改組改編し、事業推進本部、事業戦略本部を設置する。
事業推進本部傘下に生産統括部、品質保証統括部、事業管理統括部を設置する。
事業戦略本部傘下に営業統括部、電気技術統括部、ソフト技術統括部、共通技術統括部を設置する。
▽電子部品事業本部を廃止し、傘下のマグネティック事業部、ユニット事業部をそれぞれマグネティック事業本部、ユニット事業本部として独立する。
マグネティック事業本部：
傘下にマグネティック事業部を新設、品質保証本部、事業管理本部を設置する。
ＨＰＭ統括部をＨＰＭ事業部としてマグネティック事業部傘下に設置する。
マグネティック事業部傘下に営業統括部、西日本営業統括部、技術統括部、車載統括部を設置する。
事業管理本部傘下に海外事業推進室を新設する。
ユニット事業本部：
傘下に営業統括部、技術統括部、生産統括部を設置し、事業管理統括部を新設する。
▽電子化学実装事業本部：
電子化学実装営業本部傘下にFAカスタマーサポート統括部を新設する。
電子化学実装開発本部傘下の実装材料開発統括部を改組改編し実装材料開発第１統括部、実装材料開発第２統括部を新設する。
要素技術統括部を廃止する。
FPC材料開発統括部を改組改編しFPC材料開発第１統括部、FPC材料開発第２統括部を新設する。
生産本部傘下に入間生産統括部、児玉生産統括部を新設し、資材統括部を設置する。
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▼人事異動
新職

旧職

継続職

氏名

▽事業改革推進室長

（電子化学実装事業本部長）

代表取締役社長 経営全般執行
電子化学実装関連事業担当

浅田 昌弘

▽ユニット関連事業担当
事業改革推進室副室長（業務改革担当）

（電子部品関連事業統括）

取締役常務執行役員 本社部門統括、経営管理・情報
セキュリティ担当
経営管理本部長

橋口 裕作

取締役上席執行役員 情報機器関連事業統括
兼、情報機器事業部長
兼、株式会社光波 代表取締役社長

南條 紀彦

▽事業改革推進室副室長（営業担当）
▽マグネティック関連事業担当
事業改革推進室副室長（開発担当）
兼、安全保障貿易管理室長

（電子部品事業本部長）

取締役上席執行役員

齋藤 彰一

▽電子化学実装事業本部長

（電子化学実装事業本部副本部長）

上席執行役員

柴田 誠治

▽上席執行役員
ユニット事業本部長

（執行役員
電子部品事業本部副本部長（中華圏統括）
兼、電子部品中華圏統括）

▽上席執行役員
マグネティック事業本部長

（執行役員
電子部品事業本部副本部長
（マグネティック事業・車載事業推進）
兼、マグネティック事業部長）

▽情報機器事業部副事業部長（事業推進）
兼、情報機器事業部事業推進本部長

執行役員
（情報機器事業部副事業部長（事業管理・生産）） 経営管理本部副本部長
兼、事業管理推進統括室長

石田 和好

▽マグネティック事業本部副事業本部長
（グローバル生産統括・事業管理）
兼、マグネティック事業本部事業管理本部長
兼、事業管理本部海外事業推進室統括マネージャー

（電子部品事業本部副本部長
（ユニット事業・事業管理）
兼、電子部品事業本部事業管理本部長）

上山 健一

▽執行役員
マグネティック事業本部副事業本部長
兼、マグネティック事業部長

（電子部品事業本部マグネティック事業部
副事業部長）

前野 謙介

▽事業改革推進室フェロー（市場開発担当）

（上席執行役員
市場開発本部長）

清田 達也

▽ユニット事業本部フェロー（グローバル技術統括）
兼、マグネティック事業本部マグネティック事業部
フェロー（車載CS開発）

（電子部品事業本部ユニット事業部
シニアスペシャリスト）
2

中山 勇二

中津 良

執行役員

ユニット事業本部技術統括部
シニアエキスパート

青木 弘利

新職

旧職

継続職

氏名

▽事業改革推進室市場開発統括部統括マネージャー

（市場開発本部マーケティング統括部
統括マネージャー）

西村 良男

▽事業改革推進室市場開発統括部シニアエキスパート

（市場開発本部マーケティング統括部
シニアスペシャリスト）

金子 千亜紀

▽経営管理本部事業管理推進統括室シニアエキスパート

山口 修

▽人事総務本部総務統括部統括マネージャー

人事総務本部長

場本 潤

▽人事総務本部人事統括部統括マネージャー

（人事総務本部人事Ｇマネージャー）

上里 弘幸

▽人事総務本部総務統括部シニアエキスパート

（人事総務本部本社総務Ｇスペシャリスト）

阿部 維束

▽情報機器事業部事業推進本部生産統括部
シニアエキスパート

（情報機器事業部開発本部共通技術統括部
統括マネージャー）

蓮井 隆

▽情報機器事業部事業戦略本部シニアエキスパート

（情報機器事業部開発本部長）

新保 敦

▽情報機器事業部事業戦略本部共通技術統括部
統括マネージャー

（情報機器事業部開発本部機構技術統括部
統括マネージャー）

木本 安彦

▽マグネティック事業本部マグネティック事業部
シニアエキスパート

（電子部品事業本部マグネティック事業部
エルダーエキスパート）

加藤 聖三

▽ＨＰＭ事業部シニアエキスパート

（電子部品事業本部マグネティック事業部
ＨＰＭ統括部統括マネージャー）

▽マグネティック事業本部ＨＰＭ事業部長

（電子部品事業本部マグネティック事業部
副事業部長（ＨＰＭ事業））

▽マグネティック事業本部事業管理本部
シニアエキスパート

マグネティック事業本部マグネティック事業部
技術統括部シニアエキスパート

マルコ プリーティ
ユニット事業本部事業管理統括部統括マネージャー
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山田 浩一

魚住 直

新職

旧職

継続職

▽ユニット事業本部副事業本部長
（技術担当・モジュール拡販特命）

（電子部品事業本部ユニット事業部長）

▽ユニット事業本部営業統括部統括マネージャー

（電子部品事業本部事業管理本部
欧米事業支援統括部統括マネージャー）

▽ユニット事業本部営業統括部シニアエキスパート

島田 晴通

（電子部品事業本部ユニット事業部副事業部長
（ユニット事業グローバル営業）
兼、ユニット事業部営業統括部統括マネージャー）

（電子化学実装事業本部電子化学実装営業本部
東日本営業統括部シニアスペシャリスト

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
FPC材料開発第１統括部統括マネージャー

黒澤 隆芳

朱 裕太
マグネティック事業本部品質保証本部長
兼、ＣＳＲ推進本部シニアエキスパート

▽ユニット事業本部シニアエキスパート
▽電子化学実装事業本部電子化学実装営業本部
カスタマーサポート統括部統括マネージャー

鈴木 敦

マグネティック事業本部マグネティック事業部
西日本営業統括部統括マネージャー

▽ユニット事業本部営業統括部シニアエキスパート

氏名

小林 伸任
小島 道広

電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部長

藤森 賢二

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
シニアエキスパート

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
副本部長（実装材料開発）
兼、実装材料開発統括部統括マネージャー）

成瀬 章一郎

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
シニアエキスパート

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
副本部長（機能材料開発）

鶴巻 孝博

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
シニアエキスパート

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
副本部長（FPC材料開発）
兼、FPC材料開発統括部統括マネージャー）

土屋 雅裕

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
実装材料開発第１統括部統括マネージャー

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
実装材料開発統括部実装材料開発２Ｇ
マネージャー）

市川 大悟

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
実装材料開発第２統括部統括マネージャー

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
実装材料開発統括部実装材料開発４Ｇ
マネージャー）

杉本 淳

▽電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
FPC材料開発第２統括部統括マネージャー

（電子化学実装事業本部電子化学実装開発本部
ＦＰＣ材料開発統括部機能材料開発２Ｇ
マネージャー）

今井 伸治

▽電子化学実装事業本部生産本部長
兼、入間生産統括部統括マネージャー
兼、児玉生産統括部統括マネージャー

（電子化学実装事業本部生産本部副本部長）

土田 顕大
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新職

旧職

継続職

▽中華圏営業統括
▽中華圏マグネティック生産統括

（電子部品中華圏副統括）

▽中華圏ユニット生産統括

氏名

田村（中国）企業管理有限公司総経理 出向

増田 高広

田村電子（恵州）有限公司総経理 出向

若林 俊介

田村電子（深圳）有限公司総経理 出向

菅原 雅博

▽台湾田村科技股份有限公司総経理 出向

（電子化学アセアン生産統括
兼、イーエスイー・インダストリーズ（タイ）
株式会社出向）

田島 信男

▽電子化学アセアン生産統括
兼、タムラタイランド株式会社 出向

（イーエスイー・インダストリーズ（タイ）
株式会社出向）

廣瀬 正人
以
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上

