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2002 年 3 月 18 日 

 

 

 

株式会社日立産機システムの職制、人事について 

 

 

  日立製作所 産業機器グループ（グループ長＆CEO：椎木 清彦）は、4 月1日付で設立する日立産機

システムの職制並びに人事を下記の通り、決定しました。   

 

１．職制 

  社長の下、経営サポート本部、事業本部、習志野事業所、中条事業所、国際事業本部、新事業開発

本部、システムソリューション本部、営業本部およびサービスエンジニアリング本部をおく。 

 

＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞    

  企画部、資材部、経理部、財務部、情報システム部、人事勤労部、総務部、ＱＡセンタ、輸出管理セン

タ、環境管理センタ、監査室をおく。 

 

＜事業本部＞＜事業本部＞＜事業本部＞＜事業本部＞    

  モートル事業部、制御システム事業部、風水システム事業部、社会電機事業部、空圧システム事業部、

受配電・環境システム事業部および省力システム事業部をおく。 

 

＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞    

  北海道支社、東北支社、関東支社、北陸支社、中部支社、関西支社、中国支社、四国支社および九

州支社をおく。 

 

＜サービスエンジニアリング本部＞＜サービスエンジニアリング本部＞＜サービスエンジニアリング本部＞＜サービスエンジニアリング本部＞    

  東サービスエンジニアリング事業部、西サービスエンジニアリング事業部をおく。 

 

２．人事 
【凡例：▽新会社分掌[新会社名：略]（異動前[株式会社日立製作所：略]）氏名】 

 
＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞＜経営サポート本部＞    
▽専務取締役／経営サポート本部長兼輸出管理センタ長兼監査室長（日立西サービスエンジニアリング

取締役社長） 富岡邑元 

▽企画部長（産業機器グループ事業企画本部企画部長） 高井理 

▽資材部長兼事業本部資材部長（産業機器グループ資材部長） 川瀬全市郎 
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▽経理部長兼事業本部経理部長（産業機器グループ財務部長） 稲葉公昭 

▽財務部長兼東サービスエンジニリング事業部経理部長（日立東サービスエンジニアリング取締役／経

理部長兼環境管理センタ長） 福田保朗 

▽情報システム部長兼事業本部情報システム部長（産業機器グループ情報システム部長） 仁木晴久 

▽人事勤労部長兼事業本部総務部長（産業機器グループ総務部長） 服部眞 

▽総務部長兼東サービスエンジニアリング事業部総務部長兼安全衛生推進センタ長（日立東サービスエ

ンジニアリング総務部長） 川野曻三 

▽ＱＡセンタ長兼事業本部電機システム品質保証部長（産業機器グループＱＡセンタ長兼日立ドライブ

システムズ品質保証部長） 南藤謙二 

 

＜事業本部＞＜事業本部＞＜事業本部＞＜事業本部＞    

▽取締役／事業本部長兼事業戦略室長（産業機器グループ事業企画本部長兼営業企画部長兼技術

研修センタ長） 石津悟 

▽業務改革センタ長（日立ドライブシステムズ企画室長） 藤井 博章 

▽事業管理部長（産業機器グループ業務管理室長） 阿部正博 

▽モートル事業部長（日立ドライブシステムズモートル部長） 園田眞治 

▽制御システム事業部長（産業機器グループサーボ開発部長） 下津忠夫 

▽制御システム事業部電子応用機器部長（日立中条テクノロジーシステム設計部電子応用機器グルー

プ主任技師） 藤原克弘 

▽制御システム事業部制御システム部長（日立ドライブシステムズ制御システム部長） 藤井洋 

▽制御システム事業部サーボシステム部長（産業機器グループサーボ開発部多軸コントローラ開発グル

ープ主任技師） 松下鶴正 

▽風水システム事業部長（日立ドライブシステムズ風水機器部長） 柳澤清司 

▽社会電機システム事業部長（日立西サービスエンジニアリング取締役／エンジニアリング本部長兼関

西事業所長）近藤佐兔司 

▽空圧システム事業部企画部長（産業機器グループ事業企画本部空圧機器部長） 山田寿紀 

▽空圧システム事業部汎用圧縮機設計部長（産業機器グループ清水事業所汎用圧縮機設計部長） 青

木優和 

▽空圧システム事業部汎用圧縮機製造部長（産業機器グループ清水事業所汎用圧縮機製造部長） 野

村康宏 

▽受配電・環境システム事業部長（産業機器グループ新事業戦略室長兼受配電・環境機器部長） 寺岡

渉 

▽受配電・環境システム事業部開発営業部長（日立中条テクノロジー事業企画センタ長兼システム設計

部長） 尾嶝一義 

▽受配電・環境システム事業部企画部長（日立中条テクノロジー生産管理部長） 鈴木幸男 

▽受配電・環境システム事業部変圧器部長（日立中条テクノロジー変圧器設計部長） 伊豆名具己 

▽受配電・環境システム事業部開閉器部長（日立中条テクノロジー開閉器統括センタ長） 山下正二 
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▽受配電・環境システム事業部クリーエア装置部長（日立中条テクノロジー生産統括部クリーンエア装置

製作課長） 吉富達夫 

▽受配電・環境システム事業部生産統括部長兼生産改革推進センタ長兼中条事業所環境管理センタ副

センタ長（日立中条テクノロジー生産統括部長兼生産改革推進センタ長兼環境管理センタ長） 大内

田眞 

▽受配電・環境システム事業部品質保証部長（日立中条テクノロジー品質保証部長） 山中功治 

▽省力システム事業部長（産業機器グループ事業企画本部省力機器部長） 原田昇一 

▽電機システム生産管理部長（日立ドライブシステムズ生産管理部長） 塔野勇一 

▽資材部副部長 （産業機器グループ資材部長付） 吉安洋一 

▽経理部中条担当部長（日立中条テクノロジー財務部長） 田中幸四郎 

▽総務部中条担当部長（産業機器グループグループ長付） 真貝芳郎 

 

＜習志野事業所＞＜習志野事業所＞＜習志野事業所＞＜習志野事業所＞    

▽習志野事業所長兼環境管理センタ長兼事業本部電機システム生産技術部長兼生産技術センタ長兼

経営サポート本部環境管理センタ長（日立ドライブシステムズ生産技術部長兼生産改革推進センタ長

兼環境管理センタ長） 狩野義昭 

 

＜中条事業所＞＜中条事業所＞＜中条事業所＞＜中条事業所＞    

▽中条事業所長兼中条エンジニアリング社長（中条エンジニアリング取締役社長） 田口憲二 

 

＜国際事業本部＞＜国際事業本部＞＜国際事業本部＞＜国際事業本部＞    

▽取締役／国際事業本部長兼事業本部空圧システム事業部長（産業機器グループ清水事業所長） 鈴

木昭 

▽新事業開発本部副本部長(産業機器グループ開発センタ長) 森永 茂樹 

▽国際営業部長（産業機器グループ営業統括本部国際営業部長） 中川敬司 

▽海外事業企画部長（産業機器グループ事業企画本部ドライブシステム部制御・可変速グループ部長

代理） 荒谷豊 

 

＜新事業開発本部＞＜新事業開発本部＞＜新事業開発本部＞＜新事業開発本部＞    

▽新事業開発本部長（日立東サービスエンジニアリング取締役／情報システム営業本部長兼新規事業

推進センタ長）山崎新太郎 

▽情報システム営業部長（日立東サービスエンジニアリング情報システム営業本部情報システム営業部

長） 赤石義二 

▽新規ビジネス開発センタ長（産業機器グループ開発センタシステム事業推進部長） 恵比根一秀 

 

＜システムソリューション本部＞＜システムソリューション本部＞＜システムソリューション本部＞＜システムソリューション本部＞    

▽取締役／システムソリューション本部長（日立中条テクノロジー取締役社長／産業機器グループ中条
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事業所長） 山口彰宥 

▽システムソリューション部長（産業機器グループ営業統括本部ソリューションエンジニアリング部長） 上

金良博 

 

＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞    

▽取締役／営業本部長兼関東支社長兼横浜支店長（産業機器グループ営業統括本部長） 河野廣次 

▽北海道支社長兼北海道支社サービス・エンジニアリング部長（日立東サービスエンジニアリング北海道

事業所長） 門田敏治 

▽東北支社長（東北支社産業電機システム部長） 佐々木健幸 

▽東北支社サービス・エンジニアリング部長（日立東サービスエンジニアリング東北事業所長） 渥美一義 

▽関東支社第一営業部長（産業機器グループ営業統括本部産業機器第一部長） 水垣孝治 

▽関東支社第二営業部長（産業機器グループ営業統括本部産業機器第二部長） 田口長二 

▽関東支社環境設備部長（産業機器グループ営業統括本部環境設備部） 木津貴 

▽北陸支社長（産業機器グループ営業統括本部産業第一営業部部長代理） 井上清 

▽北陸支社サービス･エンジニアリング部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部北陸サービス

ステーション所長） 桜井潔 

▽中部支社長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部関西事業所大阪サービスステーション所

長） 加治甲子男 

▽中部支社営業部長（中部支社産機システム部長） 菅沼恵慈 

▽中部支社サービス･エンジニアリング部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部中部サービス

ステーション所長） 足立卓也 

▽取締役／関西支社長（関西支社副支社長） 中嶋範昭 

▽関西支社第一営業部長（関西支社第一電機システム部第三グループ部長代理） 森井厚雄 

▽関西支社第二営業部長（関西支社第二電機システム部長） 中沢高照 

▽中国支社長（中国支社産業電機システム部長） 愛川順一 

▽中国支社サービス･エンジニアリング部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部関西事業所

京神サービスステーション所長） 泉尾敬三 

▽四国支社長（関西支社産機企画グループ部長代理） 今庄征樹 

▽四国支社サービス･エンジニアリング部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部四国サービス

ステーション所長） 佐々木博 

▽九州支社長（日立西サービスエンジニアリング取締役／サービス本部長） 大歯修司 

▽九州支社営業部長（九州支社産業機器･電子部長） 永倉正己 

▽九州支社サービス･エンジニアリング部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部九州サービス

ステーション所長） 川島敏行 

 

＜サービスエンジニアリング本部＞ 
▽常務取締役／サービスエンジニアリング本部長（日立東サービスエンジニアリング常務取締役／エンジ
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ニアリング本部長） 刀根正孝 

▽取締役／東サービスエンジニアリング事業部長（日立東サービスエンジニアリング取締役／サービス本

部長） 長谷川幸雄 

▽東サービスエンジニアリング事業部サービス管理部長（日立東サービスエンジニアリングサービス管理

部長） 小酒井博 

▽東サービスエンジニアリング事業部部品部長（日立東サービスエンジニアリングサービス本部部品部

長） 高橋時郎 

▽東サービスエンジニアリング事業部首都圏サービス部長（日立東サービスエンジニアリングサービス本

部首都圏サービス部長） 小林和男 

▽東サービスエンジニアリング事業部首都圏サービス部副部長(日立東サービスエンジニアリングサービ

ス本部首都圏サービス部副部長) 荒武  直嘉 

▽東サービスエンジニアリング事業部北関東事業所長（日立東サービスエンジニアリング北関東事業所

長） 村上勝太郎 

▽東サービスエンジニアリング事業部横浜事業所長（日立東サービスエンジニアリング横浜事業所長）  

吉原憲昭 

▽東サービスエンジニアリング事業部埼玉事業所長（日立東サービスエンジニアリング埼玉事業所長）  

磯尾修 

▽東サービスエンジニアリング事業部埼玉事業所部長（日立東サービスエンジニアリング埼玉事業所部

長） 森裕久 

▽東サービスエンジニアリング事業部新潟事業所長（日立東サービスエンジニアリング新潟事業所長） 

五十嵐靖幸 

▽東サービスエンジニアリング事業部制御システム部長（日立東サービスエンジニアリングエンジニアリン

グ本部制御システム部長） 佐藤健治 

▽東サービスエンジニアリング事業部品質保証部長兼環境管理センタ長（日立東サービスエンジニアリン

グ品質保証部長） 井田政廣 

▽東サービスエンジニアリング事業部企画部長（日立東サービスエンジニアリング企画部長） 加藤哲司 

▽東サービスエンジニアリング事業部経理部副部長（日立東サービスエンジニアリング経理部副部長） 

片山博徳 

▽東サービスエンジニアリング事業部安全衛生推進センタ副センタ長（日立東サービスエンジニアリング

安全衛生推進センタ副センタ長） 田上滋 

▽東サービスエンジニアリング事業部総務部副部長（日立東サービスエンジニアリング総務部副部長）  

大橋正五 

▽東サービスエンジニアリング事業部総務部副部長（日立東サービスエンジニアリング総務部副部長） 

小川光昭 

▽取締役／西サービスエンジニアリング事業部長（日立西サービスエンジニアリング取締役／事業推進

本部長兼事業推進センタ長） 鳥越大資 

▽西サービスエンジニアリング事業部関西サービス部長（日立西サービスエンジニアリング品質保証部
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長） 久米廣信 

▽西サービスエンジニアリング事業部制御システム部長（日立西サービスエンジニアリング関西事業所大

阪サービスステーション情報制御課長） 魚谷将人 

▽西サービスエンジニアリング事業部営業技術部長（日立西サービスエンジニアリングエンジニアリング

本部営業技術センタ長） 大西正彬 

▽西サービスエンジニアリング事業部エンジニアリング推進部長（日立西サービスエンジニアリングエンジ

ニアリング本部エンジニアリングセンタ長） 横井博 

▽西サービスエンジニアリング事業部部品部長（日立西サービスエンジニアリングサービス本部サービス

管理部長） 北川明 

▽西サービスエンジニアリング事業部企画部長（日立西サービスエンジニアリング事業推進本部省エネ

プロジェクト推進部長） 小野良一 

▽西サービスエンジニアリング事業部経理部長（日立西サービスエンジニアリング管理本部経理部経理

グループ長） 長尾豊志 

▽西サービスエンジニアリング事業部総務部長（日立西サービスエンジニアリング総務部長） 西本正明 
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