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YAZAKI Group News Release 

２０２１年６月２５日 

矢崎総業株式会社 
矢崎グループの人事異動について 
 
発令日 ２０２１年６月２１日 
 

Ａ．組織変更 

 

１. 自動車事業管理室の組織を次の通りとする。 

（１）グローバル収益管理統括部を「自動車事業推進統括部」に呼称変更する。 

（２）営業管理統括部を「自動車事業営業管理統括部」に呼称変更する。 

（３）「管理統括部」を新設する。 

２. 生産技術室の組織を次の通りとする。 

（１）工法生産技術統括部を「Ｗ／Ｈ生産技術統括部」に呼称変更する。 

（２）先行生産技術統括部を「部品生産技術統括部」に呼称変更する。 

３. コンポーネントビジネスユニットの組織を次の通りとする。 

（１）「企画統括部」を新設する。 

４. 調達室の組織を次の通りとする。 

（１）部品調達統括部を「調達統括部」に呼称変更する。 

（２）調達業務統括部を廃止し、その機能を調達統括部に移管する。 

５.ウェルネス推進プロジェクトの組織化を行う。 

（１）ウェルネス推進プロジェクトを組織化し、「ウェルネスセンター」とする。 

６. 電線事業部の組織を次の通りとする。 

（１）電線生産統括部を廃止し、その機能を沼津製作所に移管する。 
 
 

Ｂ.人事異動 

 

【矢崎総業株式会社】 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

神田 政博  常務執行役員 

先行技術開発室長 

取締役 

矢﨑 亮輔  常務執行役員 

ものづくり事業統括室長 

兼 ＨＭＩ・電子事業体制

企画ＰＪ長 

取締役 

矢崎ノースアメリカイン

ク  President & CEO 

清水 一雄 矢崎イノベーションズ・イ

ンク Chairman 

 常務執行役員 

経営企画室長 

兼 矢崎ＥＳ（株）取締役 

渡邉 秀樹 常務執行役員 執行役員 

矢崎イノベーションズ・イ

ンク Chairman 

技術研究所長 

兼 ＹＴＣアメリカ・イン

ク Chairman 
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岡庭 潤 常務執行役員 

調達室長 

兼 YGP PTE. LTD.  

Chairman 

矢崎（中国）投資有限公司 

董事長 

兼 上海矢崎電子配件有

限公司 董事長 

 

高田 信宏 調達室 副室長 経営企画室 副室長 執行役員 

道久 学 自動車事業管理室 副室

長 

調達室長 

兼 YGP PTE. LTD. 

Chairman 

執行役員 

石神 明 執行役員 

ものづくり事業統括室長 

ものづくり事業統括室 

副室長 

 

森 重樹 執行役員 

ＴＢＵ 副ＢＵ長 

 矢崎部品（株） 

ＴＢＵ 

開発設計統括部長 

鈴木 勝也 執行役員 

ＴＢＵ 副ＢＵ長 

 ＴＢＵ 

事業推進管理統括部長 

山田 広明 執行役員 

先行技術開発室長 

先行技術開発室 副室長 

兼 インフラシステム技

術開発Ｃ長 

 

増井 章文 執行役員 

ＲＮＢＵ長 

 ＲＮＢＵ 

営業統括部長 

高松 昌博 矢崎部品（株） 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 主査 

常務執行役員 

先行技術開発室 副室長 

 

村田 英昭 矢崎（中国）投資有限公司 

董事長 

兼 上海矢崎電子配件有

限公司 董事長 

執行役員 

ＲＮＢＵ長 

 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

阿形 博義 コーポレートガバナン

ス・法務室 主査 

コーポレートガバナン

ス・法務室 副室長 

 

吉澤 茂樹 調達室 

調達統括部長 

調達室 

部品調達統括部長 

兼 調達業務統括部長 

 

佐藤 晴彦 調達室 

企画統括部 主査 

YGP PTE.LTD. 

President 

 

小野 剛 自動車事業管理室 

プログラムマネージャー 

自動車事業管理室 

グローバル収益管理統括

部長 
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古田 一臣 自動車事業管理室 

自動車事業推進統括部長 

矢崎部品（株） 

ＲＮＢＵ 

開発統括部長 

 

糟谷 正道 自動車事業管理室 

管理統括部長 

自動車事業管理室 

営業管理統括部 

 

間野 大介 ＨＢＵ 

営業統括部長 

ＹＩＣアジアパシフィッ

クコーポレーション 

 

松田 征郎 ＹＩＣアジアパシフィッ

クコーポレーション 

ＨＢＵ 

営業統括部長 

 

浮田 整 ＲＮＢＵ 

グローバル企画統括部長 

ＲＮＢＵ 

グローバル企画統括部 

 

大谷 敏彦 商用車営業統括部長 ＲＮＢＵ 

グローバル企画統括部長 

 

塚本 真 HESTO HARNESSES 

(PTY) LTD. 

商用車営業統括部長  

細谷地 英朋 三菱営業統括部長 三菱営業統括部  

平塚 尚夫 三菱営業統括部 主査 三菱営業統括部長  

大嶋 和雄 ＳＵＢＡＲＵ営業統括部

長 

ＳＵＢＡＲＵ営業統括部  

土屋 滋人 Ｗ／Ｈ生産管理室 

生産助成Ｃ長 

矢崎部品（株） 

新見工場長 

 

杉本 英孝 ＨＭＩ・電子事業体制企画

ＰＪ長 

ものづくり事業統括室 

副室長 

兼 ＨＭＩ・電子事業体制

企画ＰＪ 主査 

 

山本 教一 ＣＢＵ 

企画統括部長 

ＣＢＵ 

管理統括部 主査 

 

芦屋 弘之 先行技術開発室 

インフラシステム技術開

発Ｃ長 

矢崎部品（株） 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

電子開発設計統括部長 

 

守田 耕一 先行技術開発室 

知的財産Ｃ長 

先行技術開発室 

知的財産Ｃ 

 

片岡 一郎 先行技術開発室 

知的財産Ｃ 主査 

先行技術開発室 

知的財産Ｃ長 

 

平野 誠 ウェルネスＣ長 

兼 総務人事室 主査 

ウェルネス推進ＰＪ 国際理解教育支援Ｃ準備

ＰＪ 
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【矢崎計器株式会社】 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

細川 重夫 執行役員 矢崎部品（株）執行役員 ＥＣＩ生産管理室長 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

高尾 光一 島田製作所長 矢崎部品（株） 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

ＨＭＩ開発設計統括部長 

 

 

【矢崎部品株式会社】 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

畑岸 祐至 生産技術室 

部品生産技術統括部長 

 執行役員 

生産技術室 副室長 

下地 映次 執行役員  ＥＥＤＤＳ技術開発室長 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

中村 敏明 ＲＮＢＵ 

開発統括部長 

矢崎総業（株） 

ＲＮＢＵ 

 

大原 俊英 ものづくり事業統括室 

ものづくりリソースＣ 

主査 

大東工場長  

仲 名緒紀 新見工場長 裾野製作所  

山岡 忠利 大東工場長 新越部品（株）社長  

伊藤 悌治 生産技術室 

部品生産技術統括部 主

査 

生産技術室 

先行生産技術統括部長 

 

村田 和弘 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

電子開発設計統括部長 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発Ｃ 

ＥＩ企画開発統括部 

 

青木 直人 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

ＨＭＩ開発設計統括部長 

 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

ＨＭＩ開発設計統括部 

村松 徹 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 

ＨＭＩ開発設計統括部 

主査 

島田製作所長  
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【矢崎エナジーシステム株式会社】 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

寺澤 敦志 ガス機器事業部 

営業統括部長 

 執行役員 

ガス機器事業部長 

芦野 真人 

 

執行役員 

環境システム事業部長 

兼 桑楽矢崎（山東）新能

源有限公司 副董事長 

ガス機器事業部 

営業統括部長 

 

高橋 克幸 執行役員 

管理室長 

管理室 主査  

山本 俊一 環境システム事業部 主

査 

執行役員 

環境システム事業部長 

兼 桑楽矢崎（山東）新能

源有限公司 副董事長 

 

近藤 和夫  執行役員 

管理室長 

矢崎企業年金基金 理事

長 

兼 矢崎健康保険組合 

理事長 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

中野 耕司 電線事業部 

電線営業統括部 

中部ブロック長 

電線事業部 

電線営業統括部 

 

草谷 孝幸 沼津製作所長 沼津製作所  

平河内 和彦 沼津製作所 主査 沼津製作所長 

兼 電線生産統括部長 

兼 やわら（株）社長 

 

磯部 公克 ガス機器事業部 

ガス機器開発Ｃ長 

ガス機器事業部 

営業統括部 

主査 

 

石黒 義昭 矢崎ＥＳ（株） 

上海駐在員事務所 

ガス機器事業部 

ガス機器開発Ｃ長 

 

髙橋 健二  環境システム事業部 

環境システム開発Ｃ長 

環境システム事業部 副

事業部長 

佐野 一仁 環境システム事業部 

環境システム開発Ｃ長 

矢崎総業（株） 

ＡＩ・デジタル室 
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【国内子会社】（社長） 

氏名 新職 旧職 継続職 

小島 正浩 （株）Ｎｅｗデイシス 

社長 

  

荻島 隆司  （株）Ｎｅｗデイシス 

社長 

 

田中 利広 宮崎部品（株）社長 スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株） 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア（株） 

 

田中 清勝  宮崎部品（株）社長  

山口 健次 新越部品（株）社長 矢崎部品（株） 

牧之原工場 主査 

 

山岡 忠利  新越部品（株）社長  

石塚 利之 （有）沖縄矢崎販売 社長 矢崎ＥＳ（株） 

ガス機器事業部 

営業統括部 

 

西薗 義弘  （有）沖縄矢崎販売 社長  

杉崎 正直 やわら（株）社長 矢崎ＥＳ（株） 

電線事業部 

電線生産統括部 

 

 

【海外法人】（会長、董事長、社長、総経理） 

氏名 新職 旧職 継続職 

大石 隆雄 汕頭経済特区 矢崎汽車

部件有限公司 総経理 

矢崎部品（株） 

裾野製作所 

 

樋脇 直哉 矢崎部品（株） 

牧之原工場 

汕頭経済特区 矢崎汽車

部件有限公司 総経理 

 

川井 崇  煙台矢崎汽車配件有限公

司 董事長 

矢崎（中国）投資有限公司 

総経理 

兼 天津矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

内山 裕司 煙台矢崎汽車配件有限公

司 董事長 兼 総経理 

 孝感矢崎汽車部件有限公

司 董事長 

平野 晃久 矢崎部品（株） 

裾野製作所 

煙台矢崎汽車配件有限公

司 総経理 

 



7 

 

 

加藤 忠  タイ矢崎電線（株） 

President 

兼 カンボジア矢崎エナ

ジーシステム President 

兼 タイ熔銅（株） 

President 

タイ矢崎コーポレーショ

ン President 

兼 タイ矢崎電線（株） 

Chairman 

兼タイ熔銅（株） 

Chairman 

兼 タイ矢崎ネットワー

クサービス 

Chairman 兼 President 

清水 洋一 タイ矢崎電線（株） 

President 

兼 タイ熔銅（株） 

President 

兼 カンボジア矢崎エナ

ジーシステム President 

タイ矢崎電線（株）   

パパデーン工場 

兼 ワットケー工場 

 

浅田 英幸 タイ・アロー・プロダクツ

（株）President 

兼 矢崎カンボジアプロ

ダクツ（株）President 

ＹＩＣアジアパシフィッ

クコーポレーション  

 

古藤田 恭彦 ＥＤＳマニュファクチャ

リング インドネシア

（株）社長 

スマラン・オ－トコンプ・

マニュファクチャリン

グ・インドネシア（株）社

長 

 

川崎 望美 スマラン・オ－トコンプ・

マニュファクチャリン

グ・インドネシア（株）社

長 

矢崎総業（株） 

Ｗ／Ｈ生産管理室 

生産助成Ｃ長 
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髙岸 孝 オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）会長 

兼 ＥＤＳマニュファク

チャリング インドネシ

ア（株）会長 

兼 スラバヤオートコン

プ インドネシア（株）会

長 

兼 スマラン・オ－トコン

プ・マニュファクチャリン

グ・インドネシア（株）会

長 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア 

（株）会長 

兼 スバン・オートコン

プ・インドネシア（株）会

長 

タイ・アロー・プロダクツ

（株）President 

兼 矢崎カンボジアプロ

ダクツ（株）President 

 

山下 博史 矢崎総業（株） 

Ｗ／Ｈ生産管理室 主査 

オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）会長 

兼 社長 

兼 ＥＤＳマニュファク

チャリング インドネシ

ア（株）会長 兼 社長 

兼 スラバヤオートコン

プ インドネシア（株）会

長 

兼 スマラン・オ－トコン

プ・マニュファクチャリン

グ・インドネシア（株）会

長 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア（株）

会長 

兼 スバン・オートコン

プ・インドネシア（株）会

長 
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大野 真 オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株）社長 

兼 スバン・オートコン

プ・インドネシア（株）社

長 

オートコンプ・システムズ 

インドネシア（株） 

 

佐藤 礼典 矢崎部品（株） 

大東工場 

スバン・オートコンプ・イ

ンドネシア（株）社長 

 

縄巻 秀和 相良メトロ・プラスチック

ス・インダストリアル・コ

ーポレーション 社長 

（株）相良プラスチック工

業所 

 

杖本 清香 Yazaki India Private 

Limited 

Executive Vice President 

矢崎総業（株） 

ＳＵＢＡＲＵ営業統括部

長 

 

山田 宗範  矢崎ノースアメリカイン

ク Chairman 

矢崎ヨーロッパ（有） 

Chairman 

 

 

※下記の略称を使用しています。 

名称 略称 

トヨタビジネスユニット ＴＢＵ 

本田ビジネスユニット ＨＢＵ 

ルノー・日産ビジネスユニット ＲＮＢＵ 

コンポーネントビジネスユニット ＣＢＵ 

ビジネスユニット ＢＵ  

センター Ｃ 

プロジェクト ＰＪ 

矢崎エナジーシステム 矢崎ＥＳ 

 

以上 


