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2021年 3月 15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〉 

▽取締役社長(取締役[非常勤] 空圧グローバル統括本部副本部長)竹内 康浩

▽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(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)森田 住夫

▽取締役 人事総務本部長 兼 人事総務部長 兼 リスクマネジメント本部担当本部長(業務役員

経営サポート本部担当本部長 兼 人事総務部長 兼 リスクマネジメント本部副本部長)吉田

哲哉

▽取締役[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(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 空圧システム事

業部副事業部長)田中 英晴

1-2. 退任役員【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 

〈3 月 31 日付〉 

▽(取締役社長)荒谷 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 事業統括本部 ドライブシステム事業部副事業部長、石田 文昭

▽業務役員 空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部長 兼 汎用圧縮機統括部長 兼

清水事業所長(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)太田 広志 

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 ドライブシステム事業部副事業部長)藤井 敦

２． 職制改正・人事異動 

2-1.職制改正 

〈4 月 1 日付〉 

▽経営サポート本部を廃止し、調達本部、財務本部、人事総務本部を設置する。

▽DX推進本部にプロジェクト推進室、モノづくり戦略統括部、IT戦略統括部を設置する。
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  ▽ソリューション・サービス統括本部産業システム事業部にシステム生産統括部を設置する。 

  ▽営業統括本部の産業ソリューション営業統括部、機器営業統括部、設備第一営業統括部、設備

第二営業統括部を廃止し、省力・ソリューション統括部、ドライブ営業統括部、空圧営業統括部、

設備営業統括部、海外営業統括部を設置する。 

  ▽空圧グローバル統括本部空圧システム事業部に製造統括部を設置する。 

 

2-2.人事異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽経営企画本部 事業企画部長 兼 ブランド・コミュニケーション部長、松浦 哲 

 

  ▽DX推進本部 DX戦略企画部長、藤原 圭吾 

  ▽DX推進本部 プロジェクト推進室長(事業統括本部長付)千野 則昭 

  ▽DX推進本部 プロジェクト推進室副室長(営業統括本部 中部支社長)米内 聡 

  ▽DX推進本部 IT戦略統括部長(経営サポート本部 IT戦略室長)横田 英明 

  ▽DX推進本部 IT戦略統括部 ITマネジメント部長、上原 政史 

  ▽DX推進本部 IT戦略統括部 IT ソリューション部長、五十嵐 和明 

  ▽DX推進本部 IT戦略統括部 コネクティッド推進部長、苗村 万紀子 

 

  ▽研究開発本部 技術企画部長(研究開発本部 知的財産権部長)坂田 祐信 

 

  ▽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 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 エンジニアリングセンタ長、森 規行 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部 システム生産統括部長 兼 制御シス

テム設計部長(ソリューション・サービス統括本部 産業システム事業部 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 システム生産統括部 FAシステム設計

部長、持田 哲也 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 社会システム事業部長(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 習志野社会システム部長)高橋 宏明 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 社会システム事業部 習志野社会システム部長、黒田 洋仁 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 社会システム事業部 建設センタ長、山田 忠和 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 社会システム事業部 工事統括センタ長、萩山 仁志 

  ▽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 カスタマーサクセスセンタ

長(ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部 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 サービス事業部 サービス戦略部長、廣田 満 

 

  ▽営業統括本部副本部長 兼 設備営業統括部長(営業統括本部副本部長 兼 設備第二営業

統括部長)西口 圭介 

  ▽営業統括本部副本部長 兼 ドライブ営業統括部長 兼 空圧営業統括部長(営業統括本部副

本部長)三好 和司 

  ▽営業統括本部 営業企画部長(営業統括本部 中国支社長)服部 央之 

  ▽営業統括本部 省力・ソリューション統括部長 兼 ホイスト・クレーン第一部長(営業統括本部 

設備第一営業統括部長)古川 潔 



 3 

  ▽営業統括本部 省力・ソリューション統括部 マーキングシステム部長(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 省力・ソリューション統括部 ホイスト・クレーン第二部長、石津 義彦 

  ▽営業統括本部 省力・ソリューション統括部 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 サービス事業部 関東サービス統括部 甲信サービス部長)高橋 弘志 

  ▽営業統括本部 省力・ソリューション統括部 産業ソリューション営業部長(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)石井 一樹 

  ▽営業統括本部 ドライブ営業統括部 ドライブシステム部長(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 ドライブ営業統括部 制御システム部長(営業統括本部 機器営業統括部 第二

営業部長)有森 賢児 

  ▽営業統括本部 空圧営業統括部 空圧システム部長(営業統括本部 九州支社 営業部長)杣

友 良行 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長、奥村 上司 

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

営業部長)加村 栄一 

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

海外営業部長)村井 知道 

  ▽営業統括本部 海外営業統括部 設備営業部長(営業統括本部 設備第一営業統括部 海外

営業部長)吉川 徹 

  ▽営業統括本部 東北支社 営業部長、小倉 幸一郎 

  ▽営業統括本部 北陸支社長(営業統括本部 東北支社 営業部長)松谷 純一 

  ▽営業統括本部 中部支社長(営業統括本部 九州支社長)森本 康 

  ▽営業統括本部 関西支社 大阪サービス・エンジニアリング部長(営業統括本部 北陸支社長)近

藤 嘉佳 

  ▽営業統括本部 中国支社長(営業統括本部 産業ソリューション営業統括部長)宮本 善文 

  ▽営業統括本部 九州支社長(営業統括本部 設備第一営業統括部 第一営業部長)岩崎 忠昭 

  ▽営業統括本部 九州支社 営業部長、鎮守 浩明 

 

  ▽事業統括本部 事業管理部長 兼 IoT 統括センタ IoT ソリューション部長(事業統括本部 

IoT統括センタ IoT ソリューション部長 兼 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 制御システム設計部長、高田 英人 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 IoT ソリューション設計部長、小島 智浩 

  ▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 受配電統括部長、佐藤 博利 

  ▽事業統括本部 受変電制御システム事業部 企画部長、佐道 公一 

  ▽事業統括本部 省力システム事業部 マーキングシステムグローバル戦略統括部長、長嶺 俊

秀 

  ▽事業統括本部 省力システム事業部 マーキングシステム設計部長(事業統括本部 省力システ

ム事業部 品質保証部長 兼 多賀事業所 環境管理センタ長)川崎 博之 

  ▽事業統括本部 省力システム事業部 品質保証部長 兼 多賀事業所 環境管理センタ長、上

田 文臣 

 

  ▽空圧グローバル統括本部副本部長、ジョン・ランドール 
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  ▽空圧グローバル統括本部 グローバル経営戦略本部 製品・生産統括部長(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 

  ▽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 小型圧縮機統括部長 兼 グ

ローバル部品センタ長 兼 相模事業所長(空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 

小型圧縮機統括部 ベビコン設計部長)紙屋 裕治 

  ▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 汎用圧縮機統括部 汎用圧縮機設計部長 

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

用圧縮機統括部 汎用圧縮機設計部長)斉藤 典一 

  ▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 小型圧縮機統括部 ベビコン設計部長、兼本 

喜之 

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

兼 土浦事業所長(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)今井 文

一 

  ▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 大型圧縮機統括部副統括部長(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)鶴 誠司 

  ▽空圧グローバル統括本部 空圧システム事業部 製造統括部長、真土 学 

 

  ▽調達本部長(経営サポート本部担当本部長 兼 調達戦略部長)篠木 直哉 

  ▽調達本部長付 兼 調達戦略部長、長野 央 

  ▽調達本部 調達原価企画部長、前田 勝則 

  ▽調達本部 調達部長(事業統括本部 調達部長)森 他巳也 

 

  ▽財務本部長 兼 グループ会社室長(経営サポート本部長 兼 グループ会社室長 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)鈴木 誠 

  ▽財務本部担当本部長 兼 経営企画本部担当本部長、マイク・グイドー 

  ▽財務本部 財務部長(事業統括本部 経理部長)中澤 宏行 

  ▽財務本部 ソリューション・サービス経理部長 兼 業務部長、伊藤 玲嗣 

  ▽財務本部 事業統括・空圧グローバル経理部長(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)廣政 雄一 

 

  ▽リスクマネジメント本部長 兼 輸出管理センタ長 兼 監査室長、宮尾 義継 

 

  ▽環境管理センタ副センタ長、小俣 剛 

 

以 上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 
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