
 

 

 

 

２０１８年１２月２７日 

（１/３） 

    幹部職の人事異動について 

 

ダイハツ工業（株）は、２０１９年１月１日付で下記の通り、昇格・人事異動を行う。 

 

記 

１. 幹部職の昇格 

氏名 役職 

加納 義之 調査先読み室 室長 

鳥巣 房夫 人材開発室 主査 

林 清司 総務室 主査 

辻田 俊哉 エンコパ企画開発室 室長 

高井 良之 製品企画部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

新興国小型車 製品企画部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

中 満浩 パワートレーン制御開発部 部長 

福本 浩通 調達部 ボデー部品調達室 室長 

塚本 信久 車両生技部 部長 

前川 雅康 グローバル生産推進センター 生産調査室 室長 

福嶋 洋 本社（池田）・京都工場 京都製造部 部長 

甲斐 政信 滋賀（竜王）工場 第２製造部 部長 

佐藤 浩光 国内営業部 地区担当員室 主査 

中原 秀昭 品質保証部 主査 

小林 丈郎 Ｎｅｘｔモビリティ研究部 モビリティとサービス研究室（久留米）主査 

原田 雅人 新興国小型車 商品・事業企画部 主査 

近藤 俊夫 監査部 部長 

佐野 裕展 ＜出向＞アストラダイハツモーター（株） 

丸山 隆幸 ＜出向＞プロドゥアマニュファクチャリング（株） 
 
※役職は兼務主査を除く 

 
 
 
 

 
 
 

ホームページ https://www.daihatsu.com/jp 

メディアサイト https://www.daihatsu.com/jp/media/ 

広報・渉外室 [大阪] 〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町 1番1号          電話 072(754)3047 
[東京] 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号    電話 03(4231)8854 



（２/３） 

２. 幹部職の異動 

氏 名 新 旧 

平田 博保 コーポレート企画室  Ｅ・Ｃ・Ｅ ＮＥＸＴモビリティー企画室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

佐藤 耕 コネクティッド推進部 副部長 ＮＥＸＴモビリティー企画室 室長 

美濃出 正人 コネクティッド推進部 部長 コネクティッド推進室 室長 

江口 淳也 事業・商品部 事業企画室 主査 事業・商品部 ＯＥＭ事業推進室 主査 

藤下 修 事業・商品部 商品企画室 主査 事業・商品部 ＯＥＭ事業推進室 室長 

横田 忠雄 事業・商品部 商品企画室 主査 Ｄブランドオフィス 主査 

阪口 庸介 事業・商品部 商品企画室 主査 ＜出向＞アストラダイハツモーター（株）  

竹田 眞也 経理室 室長 ＜出向＞アストラダイハツモーター（株） 

有田 秀樹 環境室 室長 滋賀（竜王）工場 工務部 部長 

大庭 靖史 環境室 主査 環境室 室長 

小池 賢 広報・渉外室 室長 

東京業務室 室長 

広報・渉外室 室長 

大野 宣彦 製品企画部 部長 

新興国小型車 製品企画部 部長 

製品企画部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

難波 伸一 パワートレーン企画室 Ｅ・Ｃ・Ｅ エンジン開発部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

嶋本 雅夫 パワートレーン企画室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 駆動開発部 駆動先行開発室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

康 秀行 エンジン開発部 主査 エンジン開発部 第２エンジン開発室 室長 

谷尻 裕之 駆動開発部 第２駆動設計室 室長 駆動開発部 駆動先行開発室 室長 

亀井 睦 調達部 主査 調達部 ボデー部品調達室 室長 

剱崎 卓也 生産企画部 主査 Ｄブランドオフィス 主査 

西村 典章 グローバル生産推進センター 主査 グローバル生産推進センター 生産調査室 

主査 

安井 博一 国内営業本部 主査 Ｄブランドオフィス 主査 

吉野 恵実 ＣＳＲ室 室長 Ｄブランドオフィス 主査 

小林 幸彦 営業基盤開発部 部長 ネクストダイハツ構築部 部長 

北島 愼二 営業基盤開発部 デジタル企画開発室 

主査 

国内営業部 営業ＩＴ室 主査 

井内 克志 営業基盤開発部 デジタル企画開発室 

主査 

国内営業部 営業ＩＴ室 室長 

加藤 憲志 国内企画部 部長 国内マーケティング部 部長 

松本 耕二 国内営業部 地区担当員室 主査 国内営業部 地域統括室 主査 

松崎 洋 国内営業部 地区担当員室 主査 国内営業部 地域統括室 主査 

池原 勉 国内営業部 地区担当員室 主査 国内営業部 地域統括室 主査 

山内 克則 国内営業部 地区担当員室 主査 国内営業部 地域統括室 主査 

森田 高章 国内営業部 地区担当員室 室長 国内営業部 地域統括室 室長 
 
※役職は兼務主査を除く 

 

 



（３/３） 

２. 幹部職の異動（続き） 
 

氏 名 新 旧 

村上 勉 国内営業部 支援室 主査 国内営業部 販売会社支援室 主査 

堀尾 朋代 インドネシア事業担当 主査 

海外事業部 事業室 室長 

海外業務推進室 室長 

東山 雅明 マレーシア事業担当 主査 

海外事業部 部長 

事業・商品部 事業企画室 室長 

渡辺 寿二 海外事業部 事業室 主査 Ｄブランドオフィス 主査 

楢野 隆一 海外事業部 事業室 主査 Ｄブランドオフィス 主査 

大滝 一郎 海外事業部 営業室 室長 海外営業支援室 室長 

木村 嘉也 品質保証部 主査 

新興国小型車 品質企画部 部長 

ＤＮＧＡ品質企画部 部長 

廣岡 秀樹 品質保証部 監理室 主査 品質保証部 保証室 室長 

田中 聡 部品部 主査 ＜出向＞アストラダイハツモーター（株）  

小林 完嗣 部品部 用品開発室 主査 グローバルＣＳ企画部 用品開発室 室長 

松崎 孝士 くらしとクルマの研究所 主査 グローバルＣＳ企画部 主査 

河田 哲明 くらしとクルマの研究所 主査 技術開発センター 主査 

山田 雅之 Ｎｅｘｔモビリティ研究部 部長 グローバルＣＳ企画部 部長 

小杉 正人 部用品研究部 主査 グローバルＣＳ企画部 海外部用品事業室 

主査 

清水 亘 部用品研究部 部長 グローバルＣＳ企画部 海外部用品事業室 

室長 

池辺 聡志 ＜出向＞琉球ダイハツ販売（株） ＜出向＞（株）ダイハツビジネスサポート

センター 

若宮 勲 ＜出向＞ダイハツディーゼル（株） 滋賀（竜王）工場 副工場長 
 
※役職は兼務主査を除く 

 

 

３．組織担当の一部変更 
 

２０１８年１１月３０日付で公表した、２０１９年１月１日付の組織担当について、一部下記の

通り変更する。 

 

担当 変更後 氏名 変更前 氏名 

事業・商品本部長 柳 宏尚 ＊1 大西 弘致 ＊2 

＊1 … コーポレート企画本部長も担当 

＊2 … ２０１８年１２月３１日付で、取締役に加え専務執行役員も退任 

以 上 


