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機構改革・人事異動に関するお知らせ
発令日：2022年4月1日
▼機構改革
▽事業改革推進室を廃止する。
▽開発戦略推進室を新設し、傘下に新素材開発統括部を新設する。
▽戦略市場開発室を新設する。
▽経営管理本部傘下の事業管理推進統括室をＩＣＴ推進統括室へ改称する。
▽情報機器事業部を改組改編し、傘下に営業統括部を設置ならびに技術統括部、事業推進統括部を新設する。
▽マグネティック事業本部とユニット事業本部を統合し電子部品事業本部とし、傘下にマグネティック事業部、ユニット事業部を設置する。
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、品質保証統括部、車載生産統括部を設置ならびにコンポーネンツ技術統括部、アビオ統括部、
車載技術統括部を新設する。
ユニット事業部傘下に営業統括部、技術統括部、生産統括部、事業管理統括部を設置する。
▽電子化学実装事業本部電子化学実装営業本部傘下に海外営業統括部を新設する。
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▼人事異動
新職

旧職

継続職

氏名

▽

（電子化学実装関連事業担当
兼、事業改革推進室長）

代表取締役社長 経営全般執行

浅田 昌弘

▽株式会社光波 代表取締役社長

（ユニット関連事業担当
兼、経営管理・情報セキュリティ担当
兼、事業改革推進室副室長（業務改革担当））

取締役常務執行役員
本社部門統括
兼、経営管理本部長

橋口 裕作

▽営業戦略担当
兼、戦略市場開発室長
兼、情報機器関連事業担当

（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
兼、事業改革推進室副室長（営業担当））

取締役上席執行役員

南條 紀彦

▽開発戦略担当
兼、開発戦略推進室長

（マグネティック関連事業担当
兼、事業改革推進室副室長（開発担当））

取締役上席執行役員
安全保障貿易管理室長

齋藤 彰一

▽電子部品事業本部長
兼、ユニット事業部長

（ユニット事業本部長）

上席執行役員

中山 勇二

▽電子部品事業本部副事業本部長
兼、マグネティック事業部長
兼、戦略市場開発室副室長

（電子化学実装事業本部副事業本部長
（アセアン電子化学実装事業統括））

上席執行役員 アセアン統括

中村 充孝

▽欧米統括
兼、タムラ・コーポレーション・オブ・アメリカ 社長 出向
兼、戦略市場開発室副室長

（マグネティック事業本部長）

上席執行役員

▽電子化学実装事業本部副事業本部長（実装事業担当）
兼、戦略市場開発室副室長

（電子化学実装事業本部副事業本部長（ＦＡ事業））

執行役員
電子化学実装事業本部副事業本部長
（グローバル営業担当）

▽電子部品中華圏統括
兼、田村汽車電子（佛山）有限公司董事長
兼、田村電子（深圳）有限公司総経理

（マグネティック事業本部副事業本部長
（中華圏統括・グローバル生産統括））

執行役員
田村電子（恵州）有限公司董事長兼総経理 出向
兼、田村電子（深圳）有限公司董事長
兼、田村電子（蘇州）有限公司董事長

▽情報機器事業部長

（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）

▽電子部品事業本部副事業本部長（車載開発特化）
兼、電子部品事業本部マグネティック事業部副事業部長
（車載事業担当）

（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
兼、田村汽車電子（佛山）有限公司董事長）

▽開発戦略推進室フェロー

（事業改革推進室フェロー（市場開発担当））

清田 達也

▽電子部品事業本部ユニット事業部フェロー
（グローバル技術統括）
兼、電子部品事業本部マグネティック事業部フェロー
（車載ＣＳ開発）
兼、開発戦略推進室フェロー

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）

青木 弘利
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執行役員

執行役員

中津 良

小波藏 政玄

上山 健一

石田 和好
前野 謙介

新職

旧職

継続職

氏名

▽開発戦略推進室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
シニアエキスパート

土屋 雅裕

▽開発戦略推進室新素材開発統括部
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材料開発第２統括部統括マネージャー

今井 伸治

▽戦略市場開発室シニアエキスパート

（事業改革推進室市場開発統括部
シニアエキスパート）

▽経営管理本部シニアエキスパート

（経営管理本部経理統括部シニアエキスパート）

▽経営管理本部ＩＣＴ推進統括室長

（経営管理本部事業管理推進統括室長）

山口 修

▽経営管理本部ＩＣＴ推進統括室ＩＴシステム推進統括部
統括マネージャー

（経営管理本部事業管理推進統括室
ＩＴシステム推進統括部基幹システムＧ
マネージャー）

地野 隆

▽情報機器事業部営業統括部統括マネージャー

（情報機器事業部事業戦略本部営業統括部
第一営業部マネージャー
兼、海外営業マネージャー）

川窪 章二

▽情報機器事業部技術統括部統括マネージャー

（情報機器事業部事業戦略本部ソフト技術統括部
第一開発Ｇマネージャー）

山崎 恭之

▽情報機器事業部事業推進統括部統括マネージャー

（情報機器事業部事業推進本部品質保証統括部
統括マネージャー）

小牧 裕

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
シニアエキスパート
兼、開発戦略推進室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
シニアエキスパート）

石原 千生

▽電子部品事業本部マグネティック事業部副事業部長
（コンポーネンツ事業担当兼、マグネティック営業担当）
兼、電子部品事業本部マグネティック事業部
アビオ統括部統括マネージャー

（マグネティック事業本部マグネティック事業部
副事業部長（グローバル営業担当））

戸田 範行

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
コンポーネンツ技術統括部統括マネージャー
兼、電子部品事業本部マグネティック事業部
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
技術統括部統括マネージャー
兼、ＨＰＭ事業部シニアエキスパート）

山田 浩一

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
車載技術統括部統括マネージャー

（マグネティック事業本部マグネティック事業部
車載統括部統括マネージャー
兼、技術統括部シニアエキスパート）

鈴木 浩太郎

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
副事業部長（ＨＰＭ事業担当）

（マグネティック事業本部ＨＰＭ事業部長）
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金子 千亜紀
針生 敦司

マルコ プリーティ

新職

旧職

継続職

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
（マグネティック事業本部品質保証本部長
副事業部長（品質保証担当）
兼、ユニット事業本部シニアエキスパート））
兼、電子部品事業本部ユニット事業部シニアエキスパート

ＣＳＲ推進本部シニアエキスパート

小林 伸任

▽電子部品事業本部マグネティック事業部
副事業部長（グローバル生産担当）
兼、電子部品事業本部マグネティック事業部
車載生産統括部統括マネージャー

（マグネティック事業本部生産本部長
兼、車載生産統括部統括マネージャー）

▽電子部品事業本部ユニット事業部副事業部長

（ユニット事業本部副事業本部長）

▽電子部品事業本部ユニット事業部シニアエキスパート

（中華圏ユニット生産統括
兼、田村電子（深圳）有限公司総経理 出向）

▽電子化学実装事業本部電子化学実装営業本部
海外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エキスパート）

蕭 緒良

▽電子化学実装事業本部電子化学実装営業本部
海外営業統括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
東日本営業統括部シニアエキスパート）

ヴェチェレック
マリアン

▽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
シニアエキスパート）

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
機能材料開発統括部シニアエキスパート
兼、電子化学実装事業本部生産本部
資材統括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
シニアエキスパート）

鶴巻 孝博

▽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
シニアエキスパート）

城山 泰祐

▽株式会社光波 出向

（情報機器事業部事業戦略本部長）

▽株式会社光波 出向
▽株式会社光波 出向

若林 俊介

鈴木 敦
菅原 雅博

株式会社光波 取締役専務

水間 奈奈世

（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）
（情報機器事業部事業戦略本部営業統括部
統括マネージャー）

木本 安彦
若林 克己

▽株式会社光波 出向

（情報機器事業部事業推進本部事業管理統括部
統括マネージャー）

田中 麻子

▽株式会社光波 出向

（情報機器事業部事業戦略本部電気技術統括部
統括マネージャー）

片桐 誉導

▽電子化学実装中国営業統括

（電子化学中国営業統括）

上海祥楽田村電化工業有限公司総経理 出向

▽アセアン副統括（電子化学実装）

（電子化学アセアン営業統括）

タムラタイランド株式会社 出向
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西上 直利
渡邊 靖

以

上

