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2019 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 ソリューション・サービス統括本部長 兼 営業統括本部副本部長 兼 モノづくり

戦略本部副本部長(取締役 ソリューション・サービス統括本部長 兼 営業統括本部副本部長 

兼 事業統括本部 IoT 統括センタ副センタ長)三浦 誠 

▽取締役 空圧グローバル統括本部副本部長 兼 空圧システム事業部長 兼 汎用圧縮機統括

部長 兼 小型圧縮機統括部長 兼 相模事業所長(業務役員 空圧システム事業統括本部 

空圧システム事業部長 兼 清水事業所長)坂本 晋 

▽取締役 経営サポート本部長 兼 財務部長 兼 リスクマネジメント本部長 兼 輸出管理セン

タ長(業務役員 経営サポート本部 財務部長)鈴木 誠 

▽取締役 営業統括本部副本部長 兼 設備第二営業統括部長(業務役員 営業統括本部副本

部長)西口 圭介 

▽取締役 経営企画本部長(業務役員 営業統括本部副本部長)榎本 圭太 

 

 1-2. 退任役員【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 

〈3 月 31 日付〉 

 ▽(専務取締役 経営サポート本部長 兼 リスクマネジメント本部長 兼 輸出管理センタ長)稲葉 

公昭 

 ▽空圧グローバル統括本部長 兼 清水事業所長 兼 モノづくり戦略本部副本部長(取締役 空

圧システム事業統括本部長)戸田 正明 

 ▽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 兼 経営サポート本部 グル

ープ会社室長)新倉 豊 

 

 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 営業統括本部副本部長(営業統括本部 中国支社長)立川 哲也 

  ▽業務役員 事業統括本部 受配電・環境システム事業部長 兼 中条事業所長 兼 環境管理

センタ長、稲垣 勝敏 

  ▽業務役員[非常勤] 空圧グローバル統括本部副本部長 兼 グローバル経営戦略本部 マーケ

ティング・サービス統括部長、竹内 康浩 

  ▽業務役員[非常勤] 空圧グローバル統括本部副本部長 兼 グローバル経営戦略本部長 兼 

製品・生産統括部長 兼 空圧システム事業部副事業部長(空圧システム事業統括本部 空圧

統括部長)田中 英晴 
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 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 事業統括本部 受配電・環境システム事業部長 兼 中条事業所長)本間 文幾 

 

２． 職制改正・人事異動 

2-1.職制改正 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽事業統括本部モノづくり技術統括部をモノづくり戦略本部として再編する。 

  ▽安全統括センタを設置する。 

  ▽営業統括本部ソリューション営業統括部に各支社の産業システム関連営業機能を集約し、産業

ソリューション営業統括部として再編する。 

  ▽営業統括本部設備営業統括部を分割し、設備第一営業統括部、設備第二営業統括部を設置

する。 

  ▽空圧システム事業統括本部を空圧グローバル統括本部に名称変更する。 

  ▽空圧統括部を廃止し、グローバル経営戦略本部を新設する。 

  ▽空圧システム事業部に汎用圧縮機統括部、小型圧縮機統括部、大型圧縮機統括部を新設す

る。 

 

2-2.人事異動 

〈4 月 1 日付〉 

▽モノづくり戦略本部 SCM･ロジ改革センタ長(事業統括本部 モノづくり技術統括部 生産改革

センタ長)吉川 謙二 

▽モノづくり戦略本部 生産技術統括センタ長(事業統括本部 受変電制御システム事業部 製造

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 勝田改革プロ

ジェクトリーダ)佐藤 貞男 

▽研究開発センタ 技術企画部長、田中 荘 

▽ソリューション・サービス統括本部 社会電機システム事業部 建設センタ長(ソリューション・サー

ビス統括本部 社会電機システム事業部 営業センタ長)加藤 隆浩 

▽ソリューション・サービス統括本部 社会電機システム事業部 営業センタ長、松野 好三郎 

▽ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部 サービス戦略部長、鳥取 伸宏 

▽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(営業統括本部 東北支社 サービ

ス・エンジニアリング部長)梅澤 学 

▽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)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 北関東サービス部長 兼 埼玉事業

所長、上田 篤史 

▽営業統括本部 関東企画部長(営業統括本部 機器営業統括部 第一営業部長)大友 恭 

▽営業統括本部 産業ソリューション営業統括部長(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)宮本 善文 

▽営業統括本部 産業ソリューション営業統括部 東日本営業部長(営業統括本部 ソリューション

営業統括部 産業システム営業部長)石井 一樹 

▽営業統括本部 産業ソリューション営業統括部 西日本営業部長(営業統括本部 中部支社 第

三営業部長)村尾 裕 

▽営業統括本部 機器営業統括部長 兼 海外営業部長(営業統括本部 機器営業統括部 海外
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営業部長)村井 知道 

▽営業統括本部 機器営業統括部 第一営業部長、友尻 圭 

▽営業統括本部 設備第一営業統括部長(営業統括本部 設備営業統括部長)古川 潔 

▽営業統括本部 設備第一営業統括部 第二営業部長、酒井 伸史 

▽営業統括本部 設備第一営業統括部 第三営業部長、向山 士郎 

▽営業統括本部 設備第二営業統括部 第一営業部長(営業統括本部 設備営業統括部 第二

営業部長)加村 栄一 

▽営業統括本部 東北支社 サービス・エンジニアリング部長(ソリューション・サービス統括本部 

関東サービス統括部 東京サービス部長)鎌田 清美 

▽営業統括本部 北陸支社長、近藤 嘉佳 

▽営業統括本部 中部支社 第三営業部長(営業統括本部 関西支社 第三営業部長)大西 悟 

▽営業統括本部 関西支社 第三営業部長、中西 敏起 

▽営業統括本部 中国支社長(営業統括本部 北陸支社長)服部 央之 

▽営業統括本部 中国支社 営業部長(営業統括本部 中国支社 第一営業部長)御手洗 尚一 

▽事業統括本部 事業管理部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部 原価企画推進

プロジェクトリーダ(事業統括本部 ドライブシステム事業部 企画部長)佐藤 和雄 

▽事業統括本部 IoT 統括センタ長(営業統括本部 機器営業統括部長)熊野 達也 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 企画部長、大原 光一郎 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 ドライブオートメーションセンタ長、中村 敦彦 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 業務改革センタ長 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 習志野改革プロジェクトリーダ、蜂谷 昌昭 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 制御システム設計部長、市来 和隆 

▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 企画部長、天兒 洋一 

▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 変圧器設計部長、竹内 正樹 

▽事業統括本部 受変電制御システム事業部副事業部長 兼 営業統括本部 設備第二営業統

括部 第二営業部長、永野 浩一 

▽事業統括本部 受変電制御システム事業部 システムエンジニアリング部長、山田 宣之 

▽事業統括本部 受変電制御システム事業部 受変電制御システム設計部長(事業統括本部 受

変電制御システム事業部 エンジニアリング統括部長)鎌田 政幸 

▽事業統括本部 受変電制御システム事業部 開閉装置システム設計部長(事業統括本部 受変

電制御システム事業部 器具設計部長)篠原 正樹 

▽事業統括本部 受変電制御システム事業部 製造部長 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 勝田改革プロジェクトリーダ、鈴木 俊幸 

▽事業統括本部 省力システム事業部 マーキング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 企画部長)原田 信浩 

▽事業統括本部 省力システム事業部 企画部長(営業統括本部 設備営業統括部 第三営業部

長 兼 マーキングソリューションセンタ長)須藤 隆行 

▽事業統括本部 調達部長 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 資材調達改革プロジェクトリーダ、森 他巳也 

▽空圧グローバル統括本部 グローバル経営戦略本部 製品・生産統括部副統括部長(空圧シス

テム事業統括本部 空圧システム事業部副事業部長 兼 土浦事業所長 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 土浦改革プロジェクトリーダ)鶴 誠司 

▽空圧グローバル統括本部 グローバル経営戦略本部 企画部長(空圧システム事業統括本部 

空圧統括部 グローバル戦略企画部長)肥田 毅士 
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▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部副事業部長 兼 大型圧縮機統括部長 兼 土

浦事業所長 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 土浦改

革プロジェクトリーダ(空圧システム事業統括本部 空圧システム事業部 土浦事業所 大型圧

縮機部長)太田 広志

▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 企画管理部長(空圧システム事業統括本部

空圧統括部 企画部長)今井 文一

▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 大型圧縮機統括部 大型圧縮機部長、齋藤

隆史

▽経営サポート本部 法務部長 兼 リスクマネジメント本部 コンプライアンス部長(リスクマネジメ

ント本部 コンプライアンス部長)松坂 淳

▽QA センタ副センタ長、渡辺 能康

以 上 
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