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2018 年 3 月 12 日 
株式会社 日立産機システム 

 
新役員体制及び職制改正・人事異動について 

 
 株式会社日立産機システム(取締役社長 荒谷 豊)は、下記の通り役員体制を変更するとともに、職

制改正・人事異動を行います。 
 
 
１． 新役員体制 
 1-1. 役員異動【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 
〈4 月 1 日付〉 
▽常務取締役 事業統括本部長 兼 IoT 統括センタ長 兼 スマートトランスフォーメーション推

進本部長(取締役 事業統括本部 省力システム事業部長 兼 多賀事業所長) 藤井 健二郎 
▽取締役 経営企画本部長 兼 経営サポート本部 グループ会社室長(取締役 経営企画本部

長) 新倉 豊 
▽取締役 事業統括本部 ドライブシステム事業部長 兼 習志野事業所長(業務役員 事業統括

本部 ドライブシステム事業部副事業部長) 千野 則昭 
 
 1-2. 退任役員【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 
〈3 月 31 日付〉 
 ▽(常務取締役 事業統括本部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部長) 峯岸 孝壽 
 ▽(取締役 事業統括本部副本部長 兼 ドライブシステム事業部長 兼 習志野事業所長) 千葉  

宏 
 
 1-3. 業務役員異動【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 
〈4 月 1 日付〉 

  ▽業務役員 ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部長 兼 LCM センタ長（ソリューシ

ョン・サービス統括本部 サービス事業部副事業部長 兼 LCM センタ長 兼 企画部長) 森田 

住夫 
  ▽業務役員 営業統括本部副本部長(営業統括本部 関西支社長) 西口 圭介 
  ▽業務役員 営業統括本部副本部長(営業統括本部 設備営業統括部長 兼 海外営業部長) 榎

本 圭太 
  ▽業務役員 事業統括本部 ドライブシステム事業部副事業部長 藤井 敦 
  ▽業務役員 事業統括本部 省力システム事業部長 兼 多賀事業所長(事業統括本部 省力シス

テム事業部 企画部長) 藤倉 誠司 
▽業務役員 経営サポート本部 財務部長(業務役員 事業統括本部 経理部長 兼 スマートトラ

ンスフォーメーション推進本部 業務プロセス改革センタ 原価計算改革プロジェクトリーダ) 鈴
木 誠 

 
 1-4. 退任業務役員【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 
〈3 月 31 日付〉 

  ▽(業務役員 スマートトランスフォーメーション推進本部 業務プロセス改革センタ長 兼 事業統

括本部 モノづくり技術統括部長) 緒形 利夫 
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  ▽(業務役員 ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部長) 道前 淳一 
▽(業務役員 ソリューション・サービス統括本部 経理部長 兼 経営サポート本部 業務部長) 鳥

居本 孝行 
▽(業務役員 営業統括本部副本部長) 森井 厚雄 
▽(業務役員 営業統括本部副本部長) 今井 正 

  ▽(業務役員[非常勤]) 柳澤 清司 
 
 
２． 職制改正・人事異動 

2-1.職制改正 
〈4 月 1 日付〉 

  ▽ソリューション・サービス統括本部エンジニアリング事業推進本部を各支社のエンジニアリンググ

ループと併せて再編し、産業システム事業部とする。 
▽営業統括本部北日本支社から北海道支店を分割し、東北支社に名称変更するとともに、北海

道支店を北海道支社に名称変更する。 
▽営業統括本部関西支社から四国支店を分割し、四国支店を四国支社に名称変更する。 
▽事業統括本部 IoT 推進室を事業部相当の組織とし、IoT 統括センタに名称変更する。 
 

2-2.人事異動 
〈4 月 1 日付〉 
▽研究開発センタ長 兼 情報制御プロジェクトリーダ(研究開発センタ副センタ長 兼 情報制御プ

ロジェクトリーダ) 三上 浩幸 
▽ソリューション・サービス統括本部 企画部長 中島 順司 
▽ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部長(ソリューション・サービス統括本部 エ
ンジニアリング事業推進本部長) 肥後 英行 

▽ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部 エンジニアリングセンタ長 後藤 英之 
▽ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部 第一システム生産センタ長(ソリューショ

ン・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 システム生産センタ長) 伏見 秀彦 
▽ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部 第二システム生産センタ長 井崎 一

郎 
▽ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部副事業部長 兼 関東サービス統括部長(ソリ

ューション・サービス統括本部 関東サービス統括部長 兼 東京中央サービス部長) 海藤 信

幸 
▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 東京中央サービス部長 小島 重之 
▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 北関東サービス部長 兼 埼玉事業所

長 品田 頼之 
▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 茨城サービス部長(ソリューション・サー

ビス統括本部 関東サービス統括部 横浜サービス部長) 木下 順二 
▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 横浜サービス部長(ソリューション・サー

ビス統括本部 関東サービス統括部 北関東サービス部長 兼 埼玉事業所長) 日暮 晃 
▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 甲信サービス部長 高橋 弘志 
▽ソリューション・サービス統括本部 経理部長 兼 経営サポート本部 業務部長(事業統括本部 
経理部担当部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部 Cプロジェクトリーダ) 廣政 雄

一 
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▽営業統括本部 ソリューション営業統括部長 兼 環境システム営業部長(営業統括本部 ソリュ

ーション営業統括部 IoT ソリューション営業部長 兼 環境システム営業部長) 宮本 善文 
▽営業統括本部 ソリューション営業統括部 IoT ソリューション営業部長 安田 誠次郎 
▽営業統括本部 設備営業統括部長(営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長) 古川 潔 
▽営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長 岩崎 忠昭 
▽営業統括本部 設備営業統括部 海外営業部長 橘 義彦 
▽営業統括本部 東北支社長(営業統括本部 北日本支社 営業部長) 柴崎 仁 
▽営業統括本部 東北支社 営業部長 松谷 純一 
▽営業統括本部 北海道支社長(営業統括本部 北日本支社 北海道支店長) 大原 久明 
▽営業統括本部 中部支社長(営業統括本部 ソリューション営業統括部長 兼 ソリューション・サ

ービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部副本部長) 米内 聡 
▽営業統括本部 関西支社長(営業統括本部 中部支社長) 細川 賢次 
▽営業統括本部 関西支社 京滋サービス部長 金田 純直 
▽営業統括本部 四国支社長(営業統括本部 関西支社 四国支店長) 長井 啓三 
▽営業統括本部 中国支社 第一営業部長 御手洗 尚一 
▽営業統括本部 九州支社長(営業統括本部 中国支社 第一営業部長) 森本 康 
▽事業統括本部 IoT 統括センタ IoT ソリューション部長 小檜山 智久 
▽事業統括本部 モノづくり技術統括部長 兼 デザイン技術センタ長 兼 スマートトランスフォー

メーション推進本部 業務プロセス改革センタ長(事業統括本部 モノづくり技術統括部副統括部

長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部 業務プロセス改革センタ副センタ長) 大野  

重義 
▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 インバータ設計部長 兼 エンジニアリング統括部長

(事業統括本部 ドライブシステム事業部 インバータ設計部長) 渡嘉敷 睦男 
▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 IoT 機器設計部長 田村 史之 
▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 風水力機械設計部長 岡田 幸司 
▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 生産管理部長 吉永 一俊 
▽事業統括本部 省力システム事業部副事業部長 兼 マーキングシステムグローバル戦略統括

部長(事業統括本部 省力システム事業部副事業部長) ジョセフ・グレゴリー 
▽事業統括本部 省力システム事業部 企画部長 原田 信浩 
▽事業統括本部 経理部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部 業務プロセス改革セン

タ 原価計算改革プロジェクトリーダ 中澤 宏行 
▽事業統括本部 経理部担当部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部 C プロジェクトリ

ーダ 秋永 博 
▽空圧システム事業統括本部 空圧システム事業部 品質保証部長 兼 清水事業所 環境管理

センタ長 武藤 剛史 
▽リスクマネジメント本部 監査室長 四元 稔治 
▽QAセンタ長 兼 環境管理センタ長(QAセンタ副センタ長 兼 環境管理センタ副センタ長) 相
良 敦志 

 
以 上 
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