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種市　章監査部長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

監査部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

後藤　敏夫総合戦略本部 副本部長

 兼 関連事業部長

経理本部 副本部長

 兼 経理部長

大谷　勝文総合戦略本部 副本部長

 兼 経営企画部長

総合企画部 担当副本部長

 兼 総合企画部長

小川　英雄関連事業部 主監 第2営業部長

近藤　英彰経理部長 経理部 主監

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

鈴木　山人法務部長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

法務部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

林　武彦第2営業部長 第3営業部 東京営業所 所長

水谷　安志第3営業部長

 兼 第3営業部 東京営業所 所長

出向 TG中国

中村　正技術管理部長

 兼 開発本部 BR開発ﾌﾟﾛｾｽ革新室 主監

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

技術管理部長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

 兼 開発本部 BR開発ﾌﾟﾛｾｽ革新室 主監

太田　昭人知的財産部長

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

知的財産部長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

大松　直樹商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部長 商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部長

帯刀　慶真商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部長 製品開発ｾﾝﾀｰ 照明技術部長

芳賀　健二商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部 主監技師

 兼 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部長

 兼 ｅ-Rubber部 主監

金子　岳志商品企画ｾﾝﾀｰ IE開発部長 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

鈴木　滋幸商品企画ｾﾝﾀｰ SS開発部長 商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 ﾊﾝﾄﾞﾙ開発室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 主監

小林　奨英商品企画ｾﾝﾀｰ FC開発部長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第1技術室長

山内　明製品開発ｾﾝﾀｰ BRﾓｼﾞｭｰﾙ企画室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 主監

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部長

小林　篤史製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部長

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ IE開発部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BRﾓｼﾞｭｰﾙ企画室 主監

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

白木　雄彦製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BRﾓｼﾞｭｰﾙ企画室 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

植村　隆志製品開発ｾﾝﾀｰ SS第1技術部長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS第1技術部 要素開発室長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部長

山田　正製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 ｼｽﾃﾑ性能開発室長

鳥海　真幸製品開発ｾﾝﾀｰ 性能実験部 主監 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

渡邊　有WS製品生産ｾﾝﾀｰ長

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部長

WS製品生産ｾﾝﾀｰ長

佐治　洋一WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質技術室長

WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質技術室長
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原口　博吉WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部長

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 主監

 兼 森町工場 工場長

WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部長

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部 主監

横井　隆二FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部長

森　栄心FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC第2品質技術室長

向井　嘉男FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2製造部長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2製造部 次長

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2製造部 次長

冨田　伸二郎FCV事業ﾕﾆｯﾄ FCV部品生技開発部長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2生産技術部長

武藤　成洋FCV事業ﾕﾆｯﾄ FCV部品製造部長

 兼 いなべ工場 工場長

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第3製造部長

 兼 いなべ工場 工場長

天野　貴司IE製品生産ｾﾝﾀｰ 副センター長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部長

IE製品生産ｾﾝﾀｰ 副センター長

小谷　健二IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ ｴﾝﾌﾞﾚﾑ事業部 主監

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE収益管理室長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ ｴﾝﾌﾞﾚﾑ事業部 主監

渡川　鎌治IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部長

 兼 稲沢工場 工場長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 次長

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部長

 兼 稲沢工場 工場長

石井　幹人SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 次長

小川　政弘SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部長

 兼 尾西工場 工場長

出向 張家港TG

苗代　光博ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副事業本部長

 兼 総合戦略本部 副本部長

特機事業本部 副事業本部長

 兼 総合企画部 担当副本部長

 兼 ｅ-Rubber部長

長谷川　恭孝ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副事業本部長

 兼 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部長

商品企画ｾﾝﾀｰ 副センター長

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部長

穴田　孝二ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

 兼 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業企画室長

半導体部長

 兼 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 主監

半谷　和彦ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部長 第3営業部長

水谷　治靖ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部長 ｅ-Rubber部 主監

酒井　和宏ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ生準・品管部長 半導体部 半導体技術・生準室長

三宅　正修出向 (株)中勢ｺﾞﾑ WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

柴　剛治出向 豊田合成東日本(株) WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部長

 兼 森町工場 工場長

山田　聡出向 ﾌﾀﾊﾞ産業(株) SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部長

 兼 品質保証部 主監

内田　安則出向 TG中国 製品開発ｾﾝﾀｰ 副センター長

小寺　昭久出向 張家港TG SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS製造部長

 兼 尾西工場 工場長

倉島　重保出向 佛山TGR FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第2製造部長
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西尾　圭史安全健康推進部 安全衛生推進室 主担当員 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1製造部 FC製造技術室長

阪口　裕一環境部 環境企画室長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

環境部 環境企画室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

吉田　信三環境部 環境・ﾌﾟﾗﾝﾄ室長 環境部 環境推進室長

伊藤　哲浩環境部 環境推進室長 環境部 環境推進室 ＧＬ

浅野　篤宏経営企画部 戦略企画室長 総合企画部 経営企画室 主監

 兼 ｅ-Rubber部 主監

橋村　昌樹経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室長 総合企画部 経営企画室長

小島　英司経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室長 製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部 EM開発室長

柴田　康平関連事業部 国内関連事業室長

 兼 経営企画部 戦略企画室 主監

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室長

水野　央輔関連事業部 海外関連事業室長

 兼 経営企画部 戦略企画室 主監

総合企画部 海外事業推進室長

山田　章経理部 主監

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

経理部 主計室長

小田切　秀樹経理部 主計室長

 兼 経理部 利益計画室長

経理部 利益計画・IR室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

高田　康成経理部 原価管理室長

 兼 関連事業部 主監

経理部 原価管理室長

伊藤　真由人事部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ人材室長 人事部 主監

高橋　慎二人事部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ人材室 主担当員 人事部 要員･採用室長

水野　栄人事部 労政室長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

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

千田　浩二第1営業部 主監 第1営業部 機能部品営業室長

石黒　敬悟第1営業部 機能部品営業室長

 兼 第1営業部 ｳｪｻﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ営業室長

第1営業部 機能部品営業室 ＧＬ

岩田　和久第2営業部 第2営業室長 第2営業部 広島営業所 所長

平田　一仁第2営業部 広島営業所 所長 出向 TG中国

稲山　哲也調達部 調達企画室長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

調達部 調達企画室長

 兼 総合企画部 経営企画室 主監

渡邊　浩章調達部 SS部品調達室長 調達部 資材･SS部品調達室長

船渡　雅司調達部 資材・設備調達室長 調達部 WS･FC部品調達室 ＧＬ

高木　哲也品質保証部 品質企画室長 品質保証部 市場品質監査室長

片山　兼治品質保証部 工程管理監査室長 出向 TGMO

今村　正哉品質保証部 市場品質監査室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質技術室長

三浦　好広開発本部 BR開発ﾌﾟﾛｾｽ革新室長

 兼 技術企画部 技術戦略室 主監

開発本部 BR開発ﾌﾟﾛｾｽ革新室長

三沢　明弘技術企画部 主監 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

婦木　慎一郎技術企画部 技術戦略室長

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

技術企画部 技術戦略室長

 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 商品開発部 内装開発室 主担当員

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主担当員

中村　祥宜技術企画部 開発企画室長

 兼 技術企画部 技術戦略室 主監

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

 兼 技術企画部 技術戦略室 主担当員
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香川　和之知的財産部 特許室長 ﾄﾖﾀ自動車（株）

石田　真先端材料開発部 有機材料開発室長

 兼 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 主監

先端材料開発部 主監

守山　実希先端材料開発部 無機材料開発室長 先端材料開発部 基幹技師

小林　憲治材料技術部 ｺﾞﾑ材料技術室長 材料技術部 ｺﾞﾑ材料技術室 ＧＬ

小澤　竜也商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 主担当員 商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ室長

佐山　仁康商品企画ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発部 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 ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 ＧＬ

伊縫　幸利商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部 電子技術室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部 電子設計室長

戸谷　千春商品企画ｾﾝﾀｰ IE開発部 内装開発室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BRﾓｼﾞｭｰﾙ企画室 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 主監

田中　義治商品企画ｾﾝﾀｰ IE開発部 外装開発室長 製品開発ｾﾝﾀｰ 照明技術部 照明開発室長

水野　喜夫商品企画ｾﾝﾀｰ SS開発部 先行ﾊﾝﾄﾞﾙ開発室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 ﾊﾝﾄﾞﾙ開発室 ＧＬ

三浦　渉商品企画ｾﾝﾀｰ SS開発部 先行ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 ｼｽﾃﾑ性能開発室 ＧＬ

榎本　健太郎商品企画ｾﾝﾀｰ FC開発部 FC開発室長 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第4技術室長

岩井　道佳製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 IM第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 IM第3技術室長

榊原　泰博製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 IM第3技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ IM技術部 IM第1技術室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主監

前田　英登製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部 EM製品開発室長

 兼 技術企画部 技術戦略室 主担当員

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BRﾓｼﾞｭｰﾙ企画室 主担当員

製品開発ｾﾝﾀｰ EM技術部 EM第3技術室 ＧＬ

木村　圭吾製品開発ｾﾝﾀｰ SS第1技術部 ｼｽﾃﾑ性能開発室長 出向 TGT

佐藤　祐司製品開発ｾﾝﾀｰ SS第1技術部 ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 新ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室長

浅野　正和製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 SS第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第1技術室長

中倉　暢哉製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 SS第2技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第2技術室 ＧＬ

日紫喜　欣彦製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 SS第3技術室長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技管理室 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第3技術室長

山中　真製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 SS第4技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第4技術室 ＧＬ

廣瀬　修製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 SS第5技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第5技術室長

傍島　友和製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第1技術室長 製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第1技術室 ＧＬ

草場　幸助製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 FC第3技術室長 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

清水　信夫生産管理部 主監 生産管理部 生産調査室長

佐藤　勉生産管理部 生産調査室長 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

安井　英人生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 主監 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生準企画室長

久保　嘉久生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技・生準企画室長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技企画室長

木村　洋治生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技管理室長

 兼 経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監

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

山野　直樹生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 新製品工程開発室長

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 新製品工程開発室長

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

菅　英博生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企画室長 生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型技術室 ＧＬ

吉田　瑞生生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型技術室 主監 生産技術ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾙﾄﾞ事業統括部 金型ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企画室長
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加藤　武彦生産技術ｾﾝﾀｰ ﾏｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 設備開発室長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技・生準企画室 主監

生産技術ｾﾝﾀｰ ﾏｼﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 設備開発室長

大塚　洋史WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 WS生技開発室長 出向 WTG

田口　誠人WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 WS生技開発室 主担当員 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 WS第1生技室長

岩田　紘明WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 WS第1生技室長 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 WS第1生技室 ＧＬ

渡瀬　和人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品質管理室 ＧＬ

砂谷　庄一郎WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部 次長 出向 TGASMX

平澤　教嗣WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部 WSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ支援室長 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部 次長

田中　克巳FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC生技開発・試作技術室長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部 FC事業企画室 主担当員

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 ＧＬ

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部 FC事業企画室 主担当員

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

田中　宏尚FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC第1生技室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 FC第1生技室長

神原　敦FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC第2生技室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 FC第2生技室長

酒井　高明FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC第3生技室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 FC第3生技室長

堤　大輔FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC第4生技室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 FC第4生技室長

水島　孝史FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 FC第4生技室 主担当員 材料技術部 ｺﾞﾑ材料技術室長

古田　恒宙FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質企画室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質管理室 ＧＬ

青山　賢治FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質企画室 ＧＬ FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC森町品質管理室長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC森町品質管理室 検査課長

村上　征二FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質管理室長

 兼 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質管理室 第1検査課長

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC品質管理室長

小澤　貴志FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC第2品質技術室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC第2品質技術室 ＧＬ

毛利　貴行FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC第3品質技術室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC品質管理部 FC森町品質管理室 ＧＬ

神野　一郎FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1製造部 次長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1製造部 高圧ﾎｰｽ課長

柴田　康博FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1製造部 FC製造技術室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1製造部 次長

亀田　宜暁FCV事業ﾕﾆｯﾄ FCV部品生技開発部 FCV生技開発室長 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

下田　禎己FCV事業ﾕﾆｯﾄ FCV部品製造部 FCV企画・業務室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第3製造部 主監

上拾石　克已FCV事業ﾕﾆｯﾄ FCV部品製造部 FCV品質管理室長 FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第3製造部 品質管理室長

岡本　敦嗣IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE収益管理室長 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE企画部 IE収益管理室 ＧＬ

田中　晃IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 外装生技室長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技管理室 主監

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE生産技術部 外装生技室長

亀野　広喜IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE品質管理部 IEｻﾌﾟﾗｲﾔｰ品質技術室長 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE品質管理部 主担当員

五十嵐　実IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 主監 IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 次長

長嶋　朗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 田原業務課長

 兼 田原工場 工場長

IE製品生産ｾﾝﾀｰ IE製造部 樹脂射出第2課長

浅沼　準一SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 SS事業企画室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS企画部 SS事業企画室 ＧＬ

森田　敏寛SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生準管理室長 出向 TGMIN

森　圭介SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS生技開発室長 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 要素開発室長

 兼 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 主担当員

堤内　昭仁SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 ﾊﾝﾄﾞﾙ生技室長

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技管理室 主担当員

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第1生技室長

尾方　哲也SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 ｴｱﾊﾞｯｸﾞ生技室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第2生技室長
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森田　義隆SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 ｲﾝﾌﾚｰﾀ生技室長 SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS生産技術部 SS第3生技室長

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

宮澤　拓也SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質管理室長 品質保証部 工程管理監査室長

池田　貴信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企画部 SS事業企画室長

河本　啓介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 主担当員

SS製品生産ｾﾝﾀｰ SS品質管理部 SS品質管理室 主担当員

稲波　学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製造部 SS製造技術室 製造技術課長

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製造部 ﾊﾝﾄﾞﾙ第1課長

斎藤　仁美ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 主監 製品開発ｾﾝﾀｰ 照明技術部 照明技術室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主監

澤崎　勝久ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業管理室長 半導体部 半導体企画室 ＧＬ

奥　孝司ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ営業室長 半導体部 半導体営業室長

渡邉　克敏ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ営業室 ＧＬ 特機部 特機営業・業務室長

下西　正太ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 光源技術室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 光源ﾓｼﾞｭｰﾙ開発室 ＧＬ

牧　達一郎ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 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 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室長

國分　英樹ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 製品技術室長 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 光源ﾓｼﾞｭｰﾙ開発室長

 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

 兼 技術企画部 開発企画室 主担当員

杉山　勝哉ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 eR技術室長 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

松永　直人ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 eR生産技術室長 ｅ-Rubber部 eR要素開発室長

篭橋　良治ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 eR生準・品管室長 ｅ-Rubber部 主監

 兼 ｅ-Rubber部 eR生技開発室長

山口　秀明ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ生準・品管部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ生産準備室長 特機部 特機技術・生準室長

下野　信治ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ生準・品管部 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ品管・調達室長 半導体部 半導体企画室長

豊間　浩之出向 豊信合成(株) 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 田原業務課長

 兼 田原工場 工場長

伊部　正一出向 TG中国 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第4技術室長

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主監

稲垣　聡出向 TGRT WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS品質管理部 WS品質管理室長

古野　剛士出向 TGMIN 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 SS第2技術室長

早川　健出向 TGII 第1営業部 ｳｪｻﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ営業室長
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廣田　利幸経営企画部 主監 ﾄﾖﾀ自動車（株）

伊藤　聖仁経営企画部 戦略企画室 主監 総合企画部 海外事業推進室 主監

山田　浩二経営企画部 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・IR室 主監 総合企画部 経営企画室 主監

 兼 人事部 主監

林　智也関連事業部 海外関連事業室 主監 総合企画部 海外事業推進室 主監

安藤　浩子法務部 主監

 兼 経営企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

法務部 主監

 兼 総合企画部 ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資企画室 主監

横井　良彦営業企画部 営業企画室 主監 営業企画部 営業企画室 ＧＬ

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室 主担当員

細井　章生品質保証部 主監 TQM推進部 主監

可児　雅康知的財産部 主監 品質保証部 主監

 兼 品質保証部 品質企画室長

三木 久幸知的財産部 主監 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 主監

 兼 半導体部 主監

竹内　宏充先端材料開発部 主監

 兼 ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第2技術部 主監

先端材料開発部 主監

 兼 ｅ-Rubber部 主監

田部　哲夫商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部 電子技術室 主監技師 商品企画ｾﾝﾀｰ 電子技術部 電子設計室 主監技師

船津　基也商品企画ｾﾝﾀｰ SS開発部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 主監

商品企画ｾﾝﾀｰ 商品開発部 主監

 兼 技術企画部 開発企画室 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS開発部 主監

永田　典也製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 主監 出向 TG中国

磯村　基製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 主監 製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 主監

永冨　薫製品開発ｾﾝﾀｰ SS第2技術部 主監技師

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ SS第1技術部 主監技師

製品開発ｾﾝﾀｰ SS技術部 主監技師

久保田　徳道製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 主監

 兼 商品企画ｾﾝﾀｰ FC開発部 主監

製品開発ｾﾝﾀｰ FC技術部 主監

 兼 製品開発ｾﾝﾀｰ BR中国技術室長

土岐　智製品開発ｾﾝﾀｰ 性能実験部 主監 製品開発ｾﾝﾀｰ WS技術部 WS開発室 主監

中　正司生産管理部 生産調査室 主監 生産管理部 主監

足立　孝男生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技・生準企画室 主監 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技企画室 主監

服部　司WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 主監

 兼 WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS製造部 主監

WS製品生産ｾﾝﾀｰ WS生産技術部 主監

江崎　大介FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC企画部 FC事業企画室 主監 出向 MTG

赤星　茂一FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC生産技術部 主監

 兼 生産技術ｾﾝﾀｰ 生産技術統括部 生技管理室 主監

FC製品生産ｾﾝﾀｰ FC第1生産技術部 主監

周防　健一IE製品生産ｾﾝﾀｰ ｴﾝﾌﾞﾚﾑ事業部 主監 出向 天津TG

髙橋　祐次ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 主監 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 主監

山口　寿夫ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 主監 半導体部 主監

藤原　武史ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 主監 ｅ-Rubber部 主監

 兼 ｅ-Rubber部 eR事業開発室長

上村　俊也ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 主監 商品企画ｾﾝﾀｰ 光源ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 主監

岡　徹ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 主監技師 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

松谷　哲也ﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ第1技術部 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発室 主監 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

坪井　光司出向 TGT 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
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