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種市　章監査部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

監査部長

鈴木　山人法務部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

法務部長

川﨑　晴彦IT推進部長

 兼 ｅ-Rubber部  主監

IT推進部長

 兼 特機部 eR事業開発室 主監

宮田　光夫営業企画部長

 兼 営業企画部 営業企画室長

営業本部 営業企画室長

野田　宗利TQM推進部長 TQM推進部 主監専門員

可児　雅康品質保証部 品質企画室 主監 TQM推進部長

中村　正技術管理部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

技術管理部長

栗本　英一材料技術部長 材料技術部 樹脂材料技術室長

長谷川　恭孝商品企画ｾﾝﾀｰ 担当組織長

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部長

商品企画ｾﾝﾀｰ 担当組織長

下野　信治商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 副部長 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部長

芳賀　健二商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部長

 兼 ｅ-Rubber部  主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部長

岡田　靖製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 SS事業企画室 主監

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 主監

小笠原　豊生産本部 副本部長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部長

FC製品生産ｾﾝﾀｰ長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部長

加藤　克彦生産技術ｾﾝﾀｰ長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部長

生産技術ｾﾝﾀｰ 担当組織長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技企画室長

山田　幹治生産技術ｾﾝﾀｰ ﾏｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

 兼 ｅ-Rubber部  主監

生産技術ｾﾝﾀｰ ﾏｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

 兼 特機部 eR事業開発室 主監

横井　隆二FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部長 出向 TGT

福田　操IE製品生産ｾﾝﾀｰ長 生産技術ｾﾝﾀｰ長

山本　直SS製品生産ｾﾝﾀｰ長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ 副センター長

大石　尚宏SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第4生技室長

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第4生技室長

穴田　孝二半導体部長 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE営業部長

平野　敦雄半導体部 主監 ｵﾌﾟﾄE事業部 副事業部長

 兼 知的財産部 主監

 兼 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE技術部長

小出　真嗣半導体部 半導体企画室長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE企画部長

村瀬　寛起出向 TGNA 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 主監

濱地　創司出向 TGKY FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部長

岡島　昭次出向 TGCZ SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部長
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中村　秀之安全健康推進部 副部長

 兼 安全健康推進部 安全衛生推進室長

安全健康推進部 副部長

浅野　清一安全健康推進部 安全衛生推進室 主監 安全健康推進部 安全衛生推進室長

阪口　裕一環境部 環境企画室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

環境部 環境企画室長

清水　秀泰総合企画部 海外事業推進室 ＧＬ 総合企画部 中国・ｱｼﾞｱ事業推進室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主担当員

黒沢　裕二総務部 総務室長 総務部 総務室 ＧＬ

水野　栄人事部 ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

人事部 ﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ室長

前田　亨TG人材育成ｾﾝﾀｰ 技能伝承推進室 主担当員 生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型技術室長

 兼 TG人材育成ｾﾝﾀｰ 技能伝承推進室 主担当員

山田　章経理部 主計室長 経理部 主監

小田切　秀樹経理部 利益計画・ＩＲ室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

経理部 主計室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

久米　直和第1営業部 主監 第3営業部 宇都宮営業所 所長

北村　賢第1営業部 主監 第1営業部 機能部品営業室長

千田　浩二第1営業部 機能部品営業室長 第1営業部 ｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ営業室長

北村　大輔第1営業部 ｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ営業室長 第1営業部 ｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ営業室 ＧＬ

林　武彦第3営業部 東京営業所 所長 出向 TGﾒﾃｵｰﾙ

吉田　智第3営業部 宇都宮営業所 所長 第3営業部 宇都宮営業所 ＧＬ

稲山　哲也調達部 調達企画室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

調達部 調達企画室長

渡邊　浩章調達部 資材･SS部品調達室長 調達部 資材調達室長

渡邉　千穂技術企画部 技術戦略室 主担当員 商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 先行ﾃﾞｻﾞｲﾝ室長

中村　祥宜技術企画部 開発企画室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

商品企画ｾﾝﾀｰ 技術企画部 技術戦略室 ＧＬ

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

竹内　宏充先端材料開発部 主監

 兼 ｅ-Rubber部  主監

特機部 eR要素開発室長

石田　真先端材料開発部 主監 材料技術部 材料開発統括室長

大川　新太朗材料技術部 表面処理技術室長 材料技術部 表面処理技術室 ＧＬ

鈴木　智子材料技術部 樹脂材料技術室長 材料技術部 表面処理技術室長

荒川　哲也商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 先行ﾃﾞｻﾞｲﾝ室長 商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 先行ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 ＧＬ

金子　岳志商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 内装開発室長

 兼 技術企画部 開発企画室 主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 内装開発室長

三沢　明弘商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 外装開発室長

 兼 技術企画部 開発企画室 主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 外装開発室長

牧　達一郎商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 主監

田中　義治製品開発ｾﾝﾀｰ 照明技術部 照明開発室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 照明開発室長

横田　信彦製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部 EM第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部 EM第1技術室 ＧＬ

日紫喜　欣彦製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第3技術室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第2生技室長

土岐　智製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS開発室 主監 製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS第1技術室長

後藤　輝仁製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS第2技術室長

峯　公教製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS第2技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS第2技術室 ＧＬ

小林　奨英製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 ﾌｨﾗﾊﾟｲﾌﾟ技術室長
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安藤　正浩製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第2技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 ﾎｰｽ･ﾊﾞﾙﾌﾞ技術室長

草場　幸助製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第3技術室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

 兼 技術企画部 技術戦略室 主担当員

商品企画ｾﾝﾀｰ 技術企画部 技術戦略室 ＧＬ

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

榎本　健太郎製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第4技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 ｴﾝｺﾊﾟ部品技術室長

田中　行成生産管理部 補給・BCP管理室長 生産管理部 生産管理室長

森　昇治生産管理部 生産管理室長 生産管理部 生産管理室 ＧＬ

木村　洋治生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 主監

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 基盤生技室長

久保　嘉久生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技企画室長 出向 TGASMX

林　稔真生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 IoT推進室長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 基盤生技室 主担当員

猪原　友紀生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 基盤生技室長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 新工程開発室 ＧＬ

野竹　知義生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型技術室長 生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型技術室 ＧＬ

大竹　和義WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 主担当員 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質管理室長

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質管理室 検査課長

稲垣　聡WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質管理室長 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質技術室 ＧＬ

平田　和彦FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 FC生準管理室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部 FC生準管理室長

亀田　宜暁FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2生産技術部 生産技術室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第3技術室 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC開発室長

松本　真也IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE業務室長 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE業務室 ＧＬ

箕浦　健二IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 主監 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 IE第3生技室長

田中　晃IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 IE第3生技室長 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 IE第3生技室 ＧＬ

荒木　厚喜IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 表面処理生技室長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 主監

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 表面処理生技室長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 基盤生技室 主監

小塩　高英IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE品質管理部 次長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE品質管理部 IE電子部品品質技術室長

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE品質管理部 次長

 兼 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE技術部 主監

柴田　成徳IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 次長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 IE製造技術室 主監

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 瀬戸業務課長

 兼 瀬戸工場 工場長

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 次長

林　宏明SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 SS収益管理室 主担当員 総務部 総務室長

坪井　光司SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 主監

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS生準管理室長

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS生準管理室長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS試作技術室長

尾方　哲也SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第2生技室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第3技術室長

加藤　泰司SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主担当員 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質技術室長

永田　篤SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質管理室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主監

今村　正哉SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質技術室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質管理室長

佐藤　勉SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部 SS製造技術室長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主監

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部 次長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主監

川合　比呂志SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部 SS製造技術室 主監 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部 SS製造技術室長

稲波　学SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部 次長 出向 TGT

奥　孝司半導体部 半導体営業室長 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE営業部 ＧＬ

酒井　和宏半導体部 半導体技術・生準室長 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE技術部 ｵﾌﾟﾄE技術室長

篭橋　良治ｅ-Rubber部  主監

 兼 ｅ-Rubber部  eR生技開発室長

生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 副部長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 主監
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藤原　武史ｅ-Rubber部  主監

 兼 ｅ-Rubber部  eR事業開発室長

特機部 主監

 兼 特機部 eR事業開発室長

松永　直人ｅ-Rubber部  eR要素開発室長 特機部 eR要素開発室 ＧＬ

杉山　勝哉ｅ-Rubber部  eR製品開発室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

 兼 技術企画部 技術戦略室 主担当員

特機部 eR製品開発室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主担当員

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ 技術企画部 技術戦略室 主担当員

長谷川　員久出向 TGTX IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE業務室長

加藤　裕之出向 TGTX IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 次長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 IE製造技術室 主担当員

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 瀬戸業務課長

 兼 瀬戸工場 工場長

4/5 豊田合成　2020.1.1付人事異動



新 旧 氏名

主監技師・主監専門員・主監

豊田合成株式会社　2020年1月1日付　人事異動

※組織名称変更のみの改定は除く

鈴木　旭総合企画部 主監 出向 TGﾒﾃｵｰﾙ

浅野　篤宏総合企画部 経営企画室 主監

 兼 ｅ-Rubber部  主監

総合企画部 経営企画室 主監

伊藤　真由人事部 主監 人事部 人事室 ＧＬ

近藤　英彰経理部 主監

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

経理部 主監

花王　幸治調達部 主監 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE企画部 主監

水谷　淳一品質保証部 工程管理監査室 主監 品質保証部 市場品質監査室 主監

船津　基也商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 主監

 兼 技術企画部 開発企画室 主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 主監

髙橋　祐次商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 主監 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE技術部 主監

松谷　哲也商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室 主監 研究開発部 主監

岡　徹商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室 主監技師 研究開発部 主監技師

小林　篤史製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 主監

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 主監

ﾄﾖﾀ自動車（株）

藤原　伸行生産管理部 主監 出向 TGﾒﾃｵｰﾙ

斉藤　克己生産管理部 主監 出向 TGﾒﾃｵｰﾙ

棚瀬　利則FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部 主監 出向 TG中国

柴田　元昭SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 主監

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主監

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 主担当員

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主担当員

樫谷　宜孝SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主監

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 ｲﾝﾌﾚｰﾀ品質技術室 主監

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主担当員

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 ｲﾝﾌﾚｰﾀ品質技術室 主担当員

山口　寿夫半導体部 主監 ｵﾌﾟﾄE事業部 主監

東門　領一半導体部 半導体企画室 主監 ｵﾌﾟﾄE事業部 ｵﾌﾟﾄE企画部 主監

水谷　治靖ｅ-Rubber部  主監 特機部 主監

牛田　泰久出向 国立大学法人 名古屋大学

 兼 技術企画部 主監

出向 国立大学法人 名古屋大学

池田　和俊出向 TGNA 品質保証部 主監

5/5 豊田合成　2020.1.1付人事異動


