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2010 年 3 月 31 日 

 

組織改定／人事異動 
 

富士通テン（株）（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：勝丸 桂二郎 資本金：53億円）は、 
戦略・開発力強化、意思決定・課題解決のスピードアップを図るため、2010年4月1日付で下記の通り 
組織改定および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 
 

記 
 

＜組織改定＞ 

 

本部名称・役職名称については、次の通り一部省略して記述しております。 

経）：経営企画本部 調）：調達本部 OEM）：OEM 営業本部 

品）：品質保証本部 情）：情報システム本部 IT）：IT・ITS 本部 

共）：共通技術本部 AE）：AE 本部 CI・OEM）：CI・OEM 本部 

CI・アフタ）：CI・アフターマーケット本部 ソフト）：ソフトウェア技術本部 

生産）：生産本部 生企)：生産企画本部 製造）：製造本部 

製品）:製品統括本部 AE 技）：AE 技術本部 ITS)：ITS 技術本部 

CI 一技)：CI 第一技術本部 CI 二技)：CI 第二技術本部 事開）：事業開発本部 

TL：Team Leader（課長職） EX：Expert（課長職）  

 

◆ 従来の組織を機能別4分野に再編・統合 

１．コーポレート分野      ： 経営管理、情報システム、環境対策機能を再編・統合する。 
２．営業・販売・サービス分野 ： 営業、サービス、CI・OEM本部とCI・アフターマーケット本部の 

営業・販売機能、商品企画機能を再編・統合する。 
３．生産・調達分野       ： 生産、調達、品質保証本部の工場品質管理機能を再編・統合する。
４．開発・設計分野        ： 共通技術、AE、CI・OEM、CI・アフターマーケット、IT・ITS、ソフトウェア技術、

品質保証、各本部の設計品質管理機能を再編・統合する。 
◆ 各分野内 

１． コーポレート分野 
（１） 経営監査室（統合） 

PE 推進室を経営監査室に統合する。 
（２） 経営企画部（統合・再編） 

企画室と海外事業企画部を統合し、経営企画部とする。 
（３） コーポレートコミュニケーション部（統合・再編） 

広報室とブランド戦略室を統合し、コーポレートコミュニケーション部とする。 
（４） 人事総務統括部（統合・再編） 

人事・総務・環境対策機能を統合し、人事総務統括部とする。 
傘下に人材開発部とダイバーシティ推進室を新設する。 

（５） 財務経理統括部（統合・再編） 
総合原価室を経理統括部に統合し、財務経理統括部とする。 
傘下に原価管理部を新設する。 

（６） 情報システム統括部（再編） 
情報システム本部を再編し、傘下に開発部とグローバル企画室を新設する。 

＜裏面に続く＞ 
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２． 営業・販売・サービス分野 

（１） マーケティング統括部（新設） 

マーケティング統括部を新設し、傘下に戦略企画部と商品企画部を新設する。 

（２） OEM 営業統括部（新設） 

第一 OEM 営業統括部、第二 OEM 営業統括部、海外ビジネス推進部を統合し、 

OEM 営業統括部とする。 

（３） アフターマーケット営業統括部（新設） 

用品営業部・国内ECLIPSE営業部・情報通信営業部を統合し、アフターマーケット営業統括部を

新設する。傘下に ECLIPSE 営業部と法人営業部を新設する。 

 

３． 生産・調達分野 

（１） グローバル調達企画統括部（新設） 

グローバル調達企画統括部を新設する。 

（２） 調達統括部（再編） 

エンジニアリング調達部をグローバル調達企画統括部に移管する。 

（３） 生産企画本部（新設） 

生産本部より工場機能を製造本部へ移管し、生産企画本部を新設する。 

傘下に生産調査室、生産管理統括部、生産技術統括部を新設する。 

生産管理統括部の傘下に物流企画部を新設する。 

生産技術統括部の傘下に生産技術管理部、生産技術開発部、第一生産技術部、 

第二生産技術部、第三生産技術部を新設する。 

（４） 製造本部（新設） 

生産本部より工場機能を、品質保証本部より工場品質管理機能を一部移管し、製造本部を新設する。 

傘下にグローバル生産推進部、人材育成センター、神戸工場を新設する。 

中津川工場と神戸工場の傘下に、それぞれ品質管理部、工務部、製造部を新設する。 

 

４． 開発・設計分野 

（１） 製品統括本部（新設） 

AE、CI・OEM、CI・アフターマーケット各本部の事業企画機能・製品企画機能と、 

共通技術本部の設計管理機能を集約・再編し、製品統括本部を新設する。 

（２） 企画統括部（再編） 

AE、CI・OEM、CI・アフターマーケット各本部の事業企画・先行企画機能を集約・再編し、

製品統括本部の傘下に企画統括部を新設する。その傘下に先行企画部を新設する。 

（３） 設計管理統括部（新設） 

共通技術本部の技術管理部と知的財産部を移管し、製品統括本部の傘下に 

設計管理統括部を新設する。その傘下に品質監査室を新設する。 

（４） 製品統括部（新設） 

CI・OEM、CI・アフターマーケット各本部の製品企画・システム企画機能を集約・再編し、 

製品統括本部の傘下に製品統括部を新設する。 

その傘下に第一 OEM 推進部、第二 OEM 推進部、アフターマーケット推進部、 

製品企画部、音響企画部を新設する。 

（５） ＡＥ技術本部（再編） 

AE 本部を制御関連部門（パワートレーン、エアバッグ、パワーエレクトロニクス）に再編し、

ＡＥ技術本部とする。 

（６） システム開発部（再編） 

AE 製品全般の先行システムの開発を促進するシステム開発部を AE 技術本部の傘下に

再編する。 
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（７） パワートレーン技術統括部（新設） 

パワートレーンの開発を統括するパワートレーン技術統括部（新設）を 

AE 技術本部の傘下に再編する。その傘下に制御技術部を新設する。 

（８） 車両技術統括部（再編） 

車両技術統括部をエアバッグﾞ、パワーエレクトロニクス製品の開発機能に再編する。 

（９） ITS 技術本部（新設） 

AE/CI 連携・融合製品の関連開発機能を統合し、ITS 技術本部を新設する。 

（10） ITS 企画室（新設） 

AE 企画部と連携して ITS 技術本部の方針・リソース管理等の企画・運営を図る 

ITS 企画室を ITS 技術本部の傘下に新設する。 

（11） システム統括部（新設） 

安全・安心に関する製品のシステム開発機能を統合し、ITS 技術本部の傘下に 

システム統括部を新設する。 

その傘下にシステム部、技術一部、技術二部、技術三部、技術四部を新設する。 

（12） 共通技術統括部（新設） 

AE、CI・OEM 各本部の共通技術開発機能を再編し、ITS 技術本部の傘下に 

共通技術統括部を新設する。その傘下に開発一部を新設する。 

（13） CI 第一技術本部（新設） 

共通技術本部放送技術開発部と、CI・OEM 本部、CI・アフターマーケット各本部の 

自社完結型製品の開発機能を移管・統合し、CI 第一技術本部とする。 

その傘下に技術部、受信システム技術部を新設する。 

（14） CI 第二技術本部（新設） 

CI・OEM、CI・アフターマーケット各本部の協業製品の開発機能を移管・統合し、 

CI 第二技術本部とする。 

その傘下に第一 MM 技術部、第二 MM 技術部、情報通信技術部を新設する。 

（15） 事業開発本部（新設） 

IT・ITS、共通技術各本部を再編し、新領域発掘、事業化推進に特化した部門として、 

事業開発本部を新設する。 

（16） 事業戦略室（新設） 

新領域・新分野の事業戦略を立案・ビジネス性の検証を行い、事業化の目処付けを行う

事業戦略室を事業開発本部の傘下に新設する。 

（17） 事業推進統括部（新設） 

新領域・新分野の事業に関し、企画立案から技術的成立性の検証を行う 

事業推進統括部を事業開発本部の傘下に新設する。 

その傘下に先行事業企画部、先行システム技術部を新設する。 

（18） ソフトウェア技術本部（再編） 

AE/CI のソフトウェア分野を統合しソフトウェア技術本部とする。 

（19） ソフト共通企画室（新設） 

ＡＥ/ＣＩ製品のソフト開発の共通化・標準化および生産性向上を推進する 

ソフト共通企画室をソフトウェア技術本部の傘下に新設する。 

（20） 先行 PF 開発部（新設） 

JASPAR/AUTOSAR 等の標準化活動の推進およびソフト開発プロセスの先行開発を推

進する先行 PF 開発部をソフトウェア技術本部の傘下に新設する。 

（21） CI ソフト統括部（新設） 

CI 系ソフトの品質向上および生産性向上を推進するＣＩソフト統括部を 

ソフトウェア技術本部の傘下に新設する。その傘下にソフト開発部を新設する。 
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（22） AE ソフト統括部（新設） 

パワートレーン制御ソフトの品質向上および生産性向上を推進する AE ソフト統括部を 

ソフトウェア技術本部の傘下に新設する。 

その傘下にソフト管理室、第一ソフト技術部、第二ソフト技術部を新設する。 

（23） 品質保証本部（再編） 

品質保証本部から工場品管機能を分離し、品質保証・評価・お客様品質管理機能に 

特化し機能を強化するため品質保証本部を再編する。 

（24） 評価統括部（新設） 

市場適合性評価や納入先評価への対応強化・充実を図る評価統括部を 

品質保証本部の傘下に新設する。 

その傘下に評価実験部、EMC 評価技術部を新設する。 

（25） 品質管理統括部（新設） 

AE/CI 品質管理を統合し（工場品管機能を分離）、品質管理統括部を 

品質保証本部の傘下に新設する。 

その傘下にグローバル品質管理室、初期流動管理部、部品品質管理部を新設する。 

 

＜5 頁に続く＞ 

 



（新） （旧） （氏名）

代表取締役副社長 代表取締役副社長 重松　崇
先行技術・ｿﾌﾄｳｪｱ技術・品質担当 経営戦略、技術、品質統括
品質保証本部長

専務取締役 専務取締役 赤塚　隆夫
生産・調達分野担当 AE事業担当

AE本部長

専務取締役 専務取締役 小辻　康彦
営業・販売・ｻｰﾋﾞｽ分野担当、北米担当 海外事業、OEM営業、ｻｰﾋﾞｽ、情報ｼｽﾃﾑ担当
（兼）ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部担当 OEM営業本部長

　（兼）情報ｼｽﾃﾑ本部長

専務取締役 専務取締役 小倉　通孝
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ分野担当、中国担当 経営企画、調達、生産、CI･ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業担当

経営企画本部長
　（兼）CI・ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ本部長

専務取締役 専務取締役 長光　孝司
開発・設計分野担当 CI・OEM技術、ｿﾌﾄｳｪｱ技術、品質担当

CI・OEM本部長
　（兼）品質保証本部長

常務取締役 常務取締役 小川　享
事業開発本部長 IT・ITS本部長

　（兼）共通技術本部長

常務取締役 常務取締役 近藤　隆司 
生産企画本部長 生産本部長
　（兼）製造本部長 　（兼）品質保証本部副本部長

取締役 取締役 川西　康之
調達本部長 調達本部長
　（兼）ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部担当 　（兼）CI・ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ本部副本部長

取締役 取締役 小川　宏
AE技術本部長 AE本部副本部長
　（兼）製品統括本部副本部長(AE担当) 　（兼）生産本部副本部長

取締役 取締役 矢岸　範明
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部長 OEM営業本部副本部長
  （兼）OEM営業統括部担当 　（兼）サービス統括部長
　（兼）サービス統括部担当 　（兼）IT・ITS本部副本部長
  （兼）富士通テンサービス（株）代表取締役社長

取締役 取締役 八木　潔
ITS技術本部長 IT・ITS本部副本部長
　（兼）製品統括本部副本部長（ITS担当） 　（兼）共通技術本部副本部長
　（兼）事業開発本部副本部長（方針立案・連携強化担当）

取締役 取締役 川村　昌史
CI第二技術本部長 CI･ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ本部副本部長
　（兼）製品統括部副本部長（CI・ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ担当） 　（兼）品質保証本部副本部長

取締役 取締役 松井　淳
製品統括本部長 CI･OEM本部副本部長

　(兼）CI・OEM第一事業部長
　（兼）品質保証本部副本部長

＜役員担務変更＞
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（新） （旧） （氏名）

秘書室長 経)広報室長 米原 郁雄
　（兼）秘書室長

経営監査室長 経営監査室ＴＬ 紀田 正道

経営企画部長 経)企画室長 後藤 俊樹
　（兼）BR経営戦略室長
　（兼）事開)主査

経営企画部主査 経)企画室主査 三谷 宏

BR経営戦略室主査 BR経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査 藤下 学

BR中国ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ長 CI･ｱﾌﾀ)主査 石黒 伸行
　（兼）ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部主査

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略室長 大野 義彦

人事総務統括部長 経)人事統括部長 土居 武彦
　（兼）人事総務統括部人事部長 　（兼）経)人事統括部人事部長
　（兼）人事総務統括部人材開発部長 　（兼）経)GCP推進室長
　（兼）人事総務統括部ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室長

人事総務統括部厚生部長 経)人事統括部厚生部長 岡本 眞典

人事総務統括部総務部長 経)PE推進室長 富原 茂夫
　（兼）経営監査室主査 　（兼）経)総務部主査

人事総務統括部地球環境部長 地球環境部長 石井 孝司

財務経理統括部長 経)経理統括部長 富森 隆夫
　（兼）情報ｼｽﾃﾑ本部主査

財務経理統括部主査 経)経理統括部主査 吉田 三保
　（兼）経営監査室主査 　（兼）経営監査室主査

　（兼）経)PE推進室主査

財務経理統括部財務部長 経)経理統括部経理部長 藤田 敬彦

財務経理統括部経理部長 経営監査室長 柳 浩
　（兼）経営監査室主査 　（兼）経)経理統括部主査

財務経理統括部原価管理部長 経)経理統括部財務部長 間崎 和弘
　（兼）経)企画室主査

情報ｼｽﾃﾑ統括部長 総合原価室長 西畑 敏行
　（兼）情報ｼｽﾃﾑ統括部情報企画部長 　（兼）生産)生産企画部長

情報ｼｽﾃﾑ統括部主査 情)IT統括部主査 岡田 浩二

情報ｼｽﾃﾑ統括部開発技術部長 情)IT統括部開発技術部長 山口 和隆

情報ｼｽﾃﾑ統括部開発部長 情)IT統括部第一開発部長 岡崎 圭児

情報ｼｽﾃﾑ統括部基盤技術部長 情)IT統括部基盤技術部長 坂本 満

情報ｼｽﾃﾑ統括部設計技術部長 情)IT統括部設計技術部長 三輪 昇平

情報ｼｽﾃﾑ統括部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企画室長 情)IT統括部第二開発部長 竹中 雅一

【コーポレート分野】

＜人事異動＞
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（新） （旧） （氏名）

〔マーケティング統括部〕
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部戦略企画部長 OEM)企画業務部長 髙木 有幸

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部戦略企画部主査 CI･ｱﾌﾀ)企画部主査 小村 俊哉

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部商品企画部長 OEM)第一OEM営業統括部ﾄﾖﾀｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進部長 浮田 哲治
　（兼）OEM営業統括部海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 　（兼）OEM)海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長
　（兼）事開)事業推進統括部先行事業企画部主査

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部商品企画部主査 OEM)第一OEM営業統括部純正営業部長 井上 卓也

〔ＯＥＭ営業統括部〕
OEM営業統括部長 OEM)第二OEM営業統括部長 中村 潤一

　（兼）OEM)第二OEM営業統括部国内OEM営業部長

OEM営業統括部主査 品)品質保証統括部長 音羽 良二

OEM営業統括部ﾄﾖﾀ営業部長 OEM)第一OEM営業統括部ﾄﾖﾀ営業部長 佐藤 裕彦
　（兼）人事総務統括部豊田営業所長 　（兼）豊田営業所長

OEM営業統括部ﾄﾖﾀ営業部主査 OEM)海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部ＴＬ 宇佐見 俊一

OEM営業統括部ﾄﾖﾀ営業部主査 OEM)第一OEM営業統括部ﾄﾖﾀ営業部主査 松井 康博

OEM営業統括部海外OEM営業部長 OEM)第二OEM営業統括部海外OEM営業部長 持田 真吾

OEM営業統括部国内OEM営業部長 CI･ｱﾌﾀ)企画部長 田井 聡
　（兼）CI･ｱﾌﾀ)海外ECLIPSE営業部長

OEM営業統括部海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部主査 OEM)第二OEM営業統括部海外OEM営業部主査 瀬戸山 郁代

〔アフターマーケット営業統括部〕
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部長 OEM)第一OEM営業統括部長 本間 忠

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部主査 CI･ｱﾌﾀ)主査 志方 隆司

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部用品営業部長 CI･ｱﾌﾀ)用品営業部長 貴傳名 宏昭

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部ECLIPSE営業部長 CI･ｱﾌﾀ)国内ECLIPSE営業部長 吉川 良介

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部法人営業部長 CI･ｱﾌﾀ)情報通信営業部長 岩井 章

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部法人営業部主査 CI･ｱﾌﾀ)国内ECLIPSE営業部主査 和田谷 忠義

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ営業統括部法人営業部主査 CI･ｱﾌﾀ)国内ECLIPSE営業部主査 坂井 聡

〔サービス統括部〕
ｻｰﾋﾞｽ統括部長 ｻｰﾋﾞｽ統括部ｻｰﾋﾞｽ部長 江頭 博介
　（兼）ｻｰﾋﾞｽ統括部ｻｰﾋﾞｽ部長

ｻｰﾋﾞｽ統括部ｻｰﾋﾞｽ企画部長 ｻｰﾋﾞｽ統括部ｻｰﾋﾞｽ企画部長 水田 浩典
　（兼）事開)事業推進統括部先行事業企画部主査 　（兼）ｻｰﾋﾞｽ統括部ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室長

【営業・販売・サービス分野】
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（新） （旧） （氏名）

〔調達本部〕
調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部長 調)主査 坪井 治彦

調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部調達企画部長 経)総務部長 赤松 由章

調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部調達企画部主査 調)調達企画部長 安随 友和

調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部調達企画部主査 CI･ｱﾌﾀ)国内ECLIPSE営業部主査 西尾 賢秋

調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ調達部長 調)調達統括部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ調達部長 本窪田 宏

調)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達企画統括部ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ調達部主査 CI･OEM)第二事業部第二機構技術部長 高田 正直

調)調達統括部長 調)調達統括部第二調達部長 円山 淳一

調)調達統括部主査 調)調達統括部第二調達部主査 大丸 裕造

調)調達統括部第一調達部長 生産)生産統括部生産管理部長 金子 忠幸

調)調達統括部第二調達部長 調)調達統括部第二調達部ＴＬ 本田 洋一

〔生産企画本部〕
生企)生産調査室長 生産)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産改善部長 鍵谷 和彦
　（兼）製造)人材育成ｾﾝﾀｰ長

生企)生産調査室主査 生産)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産改善部主査 小田 富也
　（兼）生産)製造統括部第二製造部主査

生企)生産管理統括部長 調)調達統括部長 深津 順康
　（兼）生企)生産管理統括部生産管理部長 　（兼）調)調達統括部第一調達部長

生企)生産管理統括部生産企画部長 生産)生産統括部長 木梨 敬久
　（兼）生産)生産統括部第二工務部長

生企)生産管理統括部物流企画部長 生産)物流管理部長 内藤 隆彦

生企)生産技術統括部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部長 貝野 秀昭
　（兼）生企)生産技術統括部生産技術管理部長

生企)生産技術統括部生産技術開発部長 生産)生産技術部長 新穂 貴史

生企)生産技術統括部第一生産技術部長 生産)第一製造技術部長 村木 泰二

生企)生産技術統括部第二生産技術部長 生産)第二製造技術部ＴＬ 川﨑 唯夫

生企)生産技術統括部第三生産技術部長 AE)ｾﾝｻ開発統括部RRﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 杉浦 慎一

生企)生産技術統括部第三生産技術部主査 生産)生産技術部主査 山川 隆史

【生産・調達分野】
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（新） （旧） （氏名）

〔製造本部〕
製造)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産推進部長 生産)製造統括部第一製造部長 近藤 淳一

製造)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産推進部主査 生産)製造統括部主査 奥山 悦雄

製造)人材育成ｾﾝﾀｰ主査 情)IT統括部長 磯川 雅人
　（兼）情報ｼｽﾃﾑ統括部主査 　（兼）情)情報企画部長

製造)人材育成ｾﾝﾀｰ主査 CI･OEM)第二事業部主査 山田 悦史

製造)人材育成ｾﾝﾀｰ主査 生産)第二製造技術部長 村松 幸美

製造)中津川工場長 生産)製造統括部長 安江 正行
　（兼）製造)中津川工場品質管理部長

製造)中津川工場副工場長 中津川工場長 坂口 育彦
　（兼）製造)中津川工場総務部長 　（兼）中津川工場総務部長

製造)中津川工場工務部長 生産)生産統括部生産管理部ＴＬ 木村 卓哉

製造)中津川工場製造部長 生産)製造統括部第一製造部課長 伊藤 光徳

製造)神戸工場長 生産)主査 山内 真弘
　（兼）製造)神戸工場品質管理部長

製造)神戸工場工務部長 生産)生産統括部第一工務部長 内田 勝彦

製造)神戸工場製造部長 生産)製造統括部第二製造部長 荻多 浩嗣

製造)神戸物流ｾﾝﾀｰ長 生産)物流管理部神戸物流ｾﾝﾀｰ長 北澤 克彦

製造)豊田物流ｾﾝﾀｰ長 生産)物流管理部豊田物流ｾﾝﾀｰ長 小林 洋志

〔製品統括本部〕
製品)企画統括部長 CI･OEM)事業企画統括部事業企画部長 岡本 博文

製品)企画統括部事業企画部長 CI･OEM)第一事業部QCD企画部長 佐藤 弘敏

製品)企画統括部先行企画部長 CI･ｱﾌﾀ)ｼｽﾃﾑ技術部長 澤井 利仁
　（兼）製品)製品統括部製品企画部主査

製品)企画統括部先行企画部主査 CI･ｱﾌﾀ)商品企画部主査 神野 勝

製品)設計管理統括部長 CI･OEM)事業企画統括部長 喜多 靖文
　（兼）製品)設計管理統括部品質監査室長 　（兼）CI･OEM)事業企画統括部先行技術調査室長

製品)設計管理統括部技術管理部長 共)技術管理部長 釜井 隆夫

製品)設計管理統括部技術管理部主査 共)設計管理室長 高島 淳行

製品)設計管理統括部技術管理部主査 共)技術管理部主査 安木 寿教

製品)設計管理統括部知的財産部長 共)知的財産部長 川畑 靖夫

製品)製品統括部長 CI･OEM)第一事業部受信･ｵｰﾃﾞｨｵ技術部長 敬島 治

製品)製品統括部第一OEM推進部長 CI･OEM)第一事業部ﾄﾖﾀ技術部長 水野 嘉久

製品)製品統括部第一OEM推進部主査 IT)自動車事業統括部ｼｽﾃﾑ技術部主査 田中 健志

製品)製品統括部第二OEM推進部長 CI･ｱﾌﾀ)QCD企画部長 梶山 嘉美

製品)製品統括部ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ推進部長 CI･ｱﾌﾀ)商品企画部長 石村 桂三
　（兼）製品)製品統括部製品企画部主査

製品)製品統括部製品企画部長 CI･OEM)第一事業部ﾄﾖﾀ技術部主査 大和 俊孝

製品)製品統括部ﾃﾞｻﾞｲﾝ企画部長 CI･OEM)ﾃﾞｻﾞｲﾝ企画部長 太田 崇史

製品)製品統括部音響企画部長 CI･OEM)第一事業部音響技術部長 山﨑 慎一

【開発・設計分野】
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（新） （旧） （氏名）

〔ＡＥ技術本部〕
AE技)主査 AE)主査 岸本 悟

AE技)AE企画部長 AE)AE企画部長 堀 芳二郎

AE技)ｼｽﾃﾑ開発部長 AE)先行開発統括部開発一部長 高橋 淳二
　（兼）ｿﾌﾄ)先行PF開発部主査

AE技)ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術統括部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部技術企画部長 樽本 拓啓
　（兼）AE技)ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術統括部制御技術部長

AE技)ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術統括部制御一部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部制御一部長 米本 宜司

AE技)ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術統括部制御二部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部制御二部長 安芸 隆啓

AE技)ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術統括部制御三部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部制御四部長 太地 陽介

AE技)車両技術統括部長 AE)車両技術統括部長 山根 克弥

AE技)車両技術統括部技術一部長 AE)車両技術統括部技術一部長 前野 義彦

AE技)車両技術統括部技術二部長 AE)車両技術統括部技術三部長 太田 隆

〔ＩＴＳ技術本部〕
ITS)ITS企画室長 AE)先行開発統括部開発三部EX 木下 健一

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部長 AE)ｾﾝｻ開発統括部長 山野 眞市

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部主査 AE)ｾﾝｻ開発統括部ｾﾝｻ技術部長 佐藤 雅昭
　（兼）AE技)車両技術統括部主査 　（兼）AE)車両技術統括部主査

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部ｼｽﾃﾑ部長 AE)制御ｼｽﾃﾑ開発統括部制御ｼｽﾃﾑ開発部長 野村 徹也

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部技術一部長 AE)車両技術統括部技術二部長 竹江 章

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部技術二部長 AE)ｾﾝｻ開発統括部ｾﾝｻ開発部長 山脇 俊樹

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部技術三部長 AE)ｾﾝｻ開発統括部ｾﾝｻ技術部ＴＬ 梶岡 英樹

ITS)ｼｽﾃﾑ統括部技術四部長 IT)自動車事業統括部ｼｽﾃﾑ技術部長 貴傳名 忠司

ITS)共通技術統括部長 AE)制御ｼｽﾃﾑ開発統括部長 盛林 敏之

ITS)共通技術統括部開発一部長 共)技術開発統括部電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部長 橋本 順次

ITS)共通技術統括部開発二部長 AE)先行開発統括部開発二部長 鵜野 雄二

ITS)共通技術統括部CRAMAS部長 AE)先行開発統括部開発三部ＴＬ 山崎 剛
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（新） （旧） （氏名）

〔ＣＩ第一技術本部〕
CI一技)本部長 CI･OEM)第二事業部長 山口 隆夫
　（兼）製品)副本部長

CI一技)QCD企画部長 CI･OEM)第二事業部QCD企画部長 美甘 徹

CI一技)技術部長 CI･OEM)第二事業部OEM技術部長 三好 一秀

CI一技)音響技術部長 CI･OEM)第一事業部音響開発部長 加藤 茂樹

CI一技)音響技術部主査 CI･OEM)第一事業部音響開発部ＴＬ 大谷 清司

CI一技)受信ｼｽﾃﾑ技術部長 共)技術開発統括部放送技術開発部長 高山 一男

CI一技)機構技術部長 CI･ｱﾌﾀ)機構技術部長 津田 斉

CI一技)ﾃﾞｯｷ技術部長 CI･OEM)第二事業部ﾃﾞｯｷ技術部長 横山 義彦

〔ＣＩ第二技術本部〕
CI二技)QCD企画部長 CI･ｱﾌﾀ)QCD企画部ＴＬ 安田 邦昭

CI二技)第一MM技術部長 CI･OEM)第一事業部MM技術部長 久郷 一朗

CI二技)第二MM技術部長 CI･ｱﾌﾀ)MM技術部長 山根 亨
　（兼）情)主査

CI二技)情報通信技術部長 CI･ｱﾌﾀ)情報通信ｼｽﾃﾑ技術部長 木谷 哲也

CI二技)第一機構技術部長 CI･OEM)第二事業部第一機構技術部長 由利 信介

CI二技)第二機構技術部長 CI･ｱﾌﾀ)機構技術部ＴＬ 森村 準
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（新） （旧） （氏名）

〔事業開発本部〕
（株）富士通研究所 （株）富士通研究所
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)副本部長 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)副本部長 松田 喜一

富士通（株） 富士通（株）
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)副本部長 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)副本部長 深井 智隆

事開)主査 共)技術開発統括部長 橋川 健三

富士通（株） 富士通（株）
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)主査 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)主査 鈴木 眞人

富士通（株） 富士通（株）
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)主査 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)主査 橋口 典男

事開)事業戦略室長 IT)自動車事業統括部ｼｽﾃﾑ技術部ＴＬ 佐古 和也

事開)事業戦略室主査 共)技術戦略部長 福田 晋児
　（兼）IT)自動車事業統括部主査

事開)事業推進統括部長 IT)自動車事業統括部長 浅田 裕之

事開)事業推進統括部主査 IT)自動車事業統括部主査 脇本 康裕

事開)事業推進統括部主査 ｿﾌﾄ)先行ｿﾌﾄ企画室長 竹内 博

事開)事業推進統括部主査 IT)自動車事業統括部ｼｽﾃﾑ技術部主査 山田 浩

（株）富士通研究所 （株）富士通研究所 森松 映史
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)事業推進統括部主査 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)自動車事業統括部主査

富士通（株） 富士通（株） 角中 光
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)事業推進統括部主査 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)自動車事業統括部主査

富士通（株） 富士通（株） 浅見 俊宏
　（兼）富士通ﾃﾝ（株）事開)事業推進統括部主査 　（兼）富士通ﾃﾝ（株）IT)自動車事業統括部主査

事開)事業推進統括部先行事業企画部長 IT)自動車事業統括部企画部長 前川 克行
　（兼）CI･OEM)商品企画部主査

事開)事業推進統括部先行事業企画部主査 IT)自動車事業統括部企画部ＴＬ 三浦 一弘

事開)事業推進統括部先行ｼｽﾃﾑ技術部長 CI･OEM)第一事業部MM技術部ＴＬ 宮本 直敏

〔ソフトウェア技術本部〕
ｿﾌﾄ)先行PF開発部長 AE)制御ｼｽﾃﾑ開発統括部CRAMAS部長 深澤 健
　（兼）ｿﾌﾄ)AEｿﾌﾄ統括部ｿﾌﾄ管理室長

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部長 ｿﾌﾄ)技術統括部長 柳川 賢次

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部ｿﾌﾄ管理室長 ｿﾌﾄ)ｿﾌﾄ管理室長 富田 力

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部ｿﾌﾄ開発部長 ｿﾌﾄ)技術統括部第一ｿﾌﾄ技術部長 三浦 成彦
　（兼）ｿﾌﾄ)先行PF開発部主査 　（兼）ｿﾌﾄ)技術統括部ｿﾌﾄｳｪｱﾋﾞｼﾞﾈｽ部長
　（兼）製品)製品統括部主査 　（兼）IT)自動車事業統括部ｼｽﾃﾑ技術部主査

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部第一ｿﾌﾄ技術部長 ｿﾌﾄ)技術統括部第一ｿﾌﾄ技術部ＴＬ 新穂 浩成

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部第二ｿﾌﾄ技術部長 ｿﾌﾄ)技術統括部第二ｿﾌﾄ技術部長 野口 哲宏

ｿﾌﾄ)CIｿﾌﾄ統括部第三ｿﾌﾄ技術部長 ｿﾌﾄ)技術統括部第三ｿﾌﾄ技術部長 丸山 美徳
　（兼）CI一技)ﾃﾞｯｷ技術部主査 　（兼）CI･OEM)第二事業部ﾃﾞｯｷ技術部主査

ｿﾌﾄ)AEｿﾌﾄ統括部長 AE)先行開発統括部長 斗納 宏敏
　（兼）ｿﾌﾄ)ｿﾌﾄ共通企画室長

ｿﾌﾄ)AEｿﾌﾄ統括部第一ｿﾌﾄ技術部長 AE)先行開発統括部開発三部長 東田 博文

ｿﾌﾄ)AEｿﾌﾄ統括部第二ｿﾌﾄ技術部長 AE)制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括部制御三部長 阿部 顕徳

【先行技術・ソフトウェア技術・品質】
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（新） （旧） （氏名）

〔品質保証本部〕
品)品質保証統括部長 品)CI品質管理統括部第四品質管理部長 山根 温夫
　（兼）品)品質管理統括部初期流動管理部長 　（兼）品)CI品質管理統括部第三品質管理部主査
　（兼）品)品質管理統括部部品品質管理部主査

品)品質監査室主査 調)調達企画部主査 井口 正士

品)評価統括部長 品)CI評価実験部長 梅谷 一之
　（兼）品)評価統括部評価実験部長

品)評価統括部EMC評価技術部長 共)EMC技術部長 花本 秀夫
　（兼）ITS)中津川ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ長 　（兼）中津川ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ長

品)品質管理統括部長 品)CI品質管理統括部長 藤原 博之
　（兼）品)CI品質管理統括部自工程完結推進室長

品)品質管理統括部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ品質管理室長 品)CI品質管理統括部第二品質管理部EX 前田 京也

品)品質管理統括部第一品質管理部長 品)CI品質管理統括部第一品質管理部長 瀬尾 哲司

品)品質管理統括部第二品質管理部長 品)CI品質管理統括部第二品質管理部長 中嶋 利博
　（兼）品)品質保証統括部品質保証部主査 　（兼）品)品質保証統括部品質保証部主査

品)品質管理統括部第二品質管理部主査 品)CI品質管理統括部第二品質管理部主査 高栄 徳明

品)品質管理統括部ＡＥ品質管理部長 品)AE品質管理部長 木村 修治

品)品質管理統括部部品品質管理部長 品)CI品質管理統括部第三品質管理部長 成澤 博文

【出向】
富士通テン東日本㈱出向 富士通テン東日本㈱出向 矢野 勝久
　（兼）人事総務統括部東京営業所長 　（兼）東京営業所長

富士通テン西日本㈱出向 CI・ｱﾌﾀ）情報通信営業部主査 岡田　　徹

富士通テンアメリカ（＊1）出向 CI･OEM)商品企画部長 吉山　和宏

富士通テンアメリカ（＊1）出向 富士通テンテクニカルセンターUSA（＊2）出向 藤村　契二

富士通テンアメリカ（＊1）出向 富士通テンテクニカルセンターUSA（＊2）出向 土田　秀憲

天津富士通テン（＊3） 天津富士通テン（＊3） 北川　雅一
　（兼）人事総務統括部北京事務所長代理 　（兼）北京事務所長代理

富士通テンヨーロッパ（＊4）出向 富士通テンテクニカルセンターUSA（＊2）出向 藤原　章洋

富士通テン国際貿易天津（＊5） 富士通テン国際貿易天津 小阪 一秀
　（兼）人事総務統括部北京事務所長 　（兼）北京事務所長

（＊1）富士通テンアメリカ　　　　　　　　　　　　　　　：FUJITSU TEN CORP. OF AMERICA

（＊2）富士通テンテクニカルセンターUSA　　      ：FUJITSU TEN TECHNICAL CENTER, USA, INC.

（＊3）天津富士通テン　　　　　　　　　　　　　　　　　：天津富士通天電子有限公司

（＊4）富士通テンヨーロッパ　　　　　　　　　　　 　　：FUJITSU TEN (EUROPE) GmbH

（＊5）富士通天国際貿易（天津）　　　　　　　　　 　：富士通天国際貿易（天津）有限公司　　　
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