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YAZAKI Group News Release 

2022年7月5日 

矢崎総業株式会社 

矢崎グループの組織変更及び人事異動について 
 
発令日 2022年6月21日 

 

Ａ．組織変更 

 

１. ものづくり事業統括室の組織を次の通りとする。 

（１）「部品企画統括部」を新設する。 

（２）生産調査統括部を廃止する。 

２. ＥＥＤＤＳ技術開発室 ＥＥＤＤＳ企画開発センターの組織を次の通りとする。 

（１）Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括部とＥＩ企画開発統括部を廃止する。 
３. 情報システム統轄室の組織を次の通りとする。 
（１）「情報戦略企画統括部」と「システム開発運用統括部」を新設する。 
４. ＳＣＭ室を新設する。 
５. モビリティ事業本部の組織を次の通りとする。 
（１）モビリティ営業統括部を「スマートシティ事業企画統括部」に呼称変更する。 
（２）「モビリティ事業企画統括部」を新設する。 
（３）モビリティサービスプラットフォーム企画統括部を「システム開発統括部」に呼称変更する。 
（４）モビリティデバイス開発統括部を「デバイス開発統括部」に呼称変更する。 
（５）「テクニカルサポートセンター」を新設する。 
（６）計装営業統括部をモビリティ事業本部に組織移管する。 
 
 

Ｂ.人事異動 

※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 トヨタＢＵ 

本田ビジネスユニット 本田ＢＵ 

コンポーネントビジネスユニット コンポーネントＢＵ 

矢崎エナジーシステム 矢崎ＥＳ 

センター Ｃ 

 

【矢崎総業株式会社】 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

杉江 直紀 財務室長 

兼 矢崎マネージメン

ト・カンパニー・インク 

President 

兼 矢崎インターナショ

ナル・コーポレーション 

President 

財務室 副室長 常務執行役員 

大沼 正純 本田ビジネスユニット長 品質管理室長 常務執行役員 
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髙山 和久 トヨタ自主研担当 Ｗ／Ｈ生産管理室長 常務執行役員 

渡邉 秀樹 技術研究所 

解析技術センター長 

 常務執行役員 

技術研究所長 

兼 ＹＴＣアメリカ・イン

ク Chairman 

伊藤 年宏 常務執行役員 

品質管理室長 

ＹＩＣアジアパシフィッ

クコーポレーション 出

向 Chairman 

兼 

Yazaki India Private 

Limited Chairman 

 

道久 学 ＳＣＭ室長 自動車事業管理室 副室

長 

執行役員 

森 重樹 トヨタＢＵ 

品質保証統括部長 

 執行役員 

トヨタＢＵ 

副ビジネスユニット長 

兼 開発設計統括部長 

平野 誠 執行役員 

総務人事室 副室長 

総務人事室 主査 ウェルネスセンター長 

兼 国際理解教育支援Ｃ

準備プロジェクト 

伊藤 禎元 執行役員 

Ｗ／Ｈ生産管理室長 

Ｗ／Ｈ生産管理室 副室

長 

 

丹下 博 執行役員 

ＡＩ・デジタル室長 

ＡＩ・デジタル室 副室長  

岩田 巧 Yazaki India Private 

Limited 

出向 Chairman 

執行役員 

総務人事室 副室長 

 

井伊 直樹 矢崎ブラジル（有） 

出向 Chairman 

執行役員 

経営企画室 副室長 

 

古牧 義三 先行技術開発室 主査 執行役員 

情報システム統轄室 副

室長 

 

植松 彰一 モビリティ事業本部 主

査 

執行役員 

モビリティ事業本部 副

本部長 

 

成瀬 鋼二  執行役員 

本田ビジネスユニット長 
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■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

石原 恵輔 財務室 主査 財務室  

山本 幸典 品質管理室 副室長 矢崎ノースアメリカイン

ク 出向 

Executive Vice President 

 

前田 賢司 情報システム統轄室 

情報戦略企画統括部長 

情報システム統轄室 主

査 

 

杉山 毅 情報システム統轄室 

システム開発運用統括部

長 

情報システム統轄室  

岩崎 弘仁 情報システム統轄室 

情報戦略企画統括部 主

査 

情報システム統轄室 主

査 

 

大竹 紀人 調達室 

調達管理統括部 主査 

矢崎（中国）投資有限公司 

出向 

 

芹沢 俊也 ＳＣＭ室 主査 自動車事業管理室 主査  

河原 誠 ＳＣＭ室 主査 自動車事業管理室 主査  

三浦 仁 自動車事業管理室 主査 自動車事業管理室 

自動車事業営業管理統括

部 主査 

 

佐藤 力朗 自動車事業管理室 

自動車事業推進統括部長 

自動車事業管理室 

自動車事業推進統括部 

 

古田 一臣 自動車事業管理室 

自動車事業推進統括部 

主査 

自動車事業管理室 

自動車事業推進統括部長 

 

山崎 米寿 自動車事業管理室 

管理統括部 主査 

矢崎総業（株）  

韓国支店 出向 

 

木下 道隆 トヨタＢＵ 主査 トヨタＢＵ 

品質保証統括部長 

 

新見 信義 トヨタＢＵ 

事業推進管理統括部長 

トヨタＢＵ 

営業統括部 

 

八木 茂樹 本田ＢＵ 主査 矢崎ノースアメリカイン

ク 出向 

 

池見 和彦 ものづくり事業統括室 

ものづくり標準化推進統

括部長 

ものづくり事業統括室 

生産調査統括部 

 

古藤田 恭彦 Ｗ／Ｈ生産管理室 主査 ＥＤＳマニュファクチャ

リング インドネシア

（株） 出向 President 
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大村 信人 コンポーネントＢＵ 

管理統括部長 

コンポーネントＢＵ 

営業統括部 

 

豊福 暢史 コンポーネントＢＵ 

営業統括部 主査 

コンポーネントＢＵ 

管理統括部長 

 

牛島 均 先行技術開発室 主査 先行技術開発室 

リソースセンター長 

 

後藤 篤 先行技術開発室 

デジタル技術開発Ｃ 

Ｗ／Ｈ設計業務改革推進

統括部長 

矢崎部品（株） 

トヨタＢＵ 

開発設計統括部 

 

原川 道廣 先行技術開発室 

デジタル技術開発Ｃ 

Ｗ／Ｈ設計業務改革推進

統括部 主査 

先行技術開発室 

デジタル技術開発Ｃ 

Ｗ／Ｈ設計業務改革推進

統括部長 

 

田中 茂 先行技術開発室 

リソースセンター長 

矢崎部品（株） 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＶシステム開発設計Ｃ 

 

 

【矢崎エナジーシステム株式会社】 

■取締役 

氏名 新職 旧職 継続職 

矢﨑 航  矢崎総業（株） 

ＡＩ・デジタル室長 

代表取締役社長 

兼 矢崎総業（株） 

取締役 

 

■執行役員 

氏名 新職 旧職 継続職 

寺澤 敦志  営業統括部長 執行役員 

ガス機器事業部長 

岡部 俊一 執行役員 

電線事業部長 

電線事業部 

電線営業統括部長 

 

河合 良修 電線事業部 主査 執行役員 

電線事業部長 

 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

杉山 元弘 電線事業部 主査 電線事業部 

電線営業統括部 

 

飯田 哲也 電線事業部 

電線営業統括部長 

電線事業部 

電線営業統括部 

関東ブロック長 

 



5 

 

小山田 秀晴 電線事業部 

電線営業統括部 

東北ブロック長 

矢崎総業四国販売（株） 

出向 

 

村田 正良 電線事業部 

電線営業統括部 

関東ブロック長 

電線事業部 

電線営業統括部 

関西・中国ブロック長 

 

山本 智彦 電線事業部 

電線営業統括部 

関西・中国ブロック長 

電線事業部 

電線営業統括部 

 

酒井 良太 電線事業部 

電線開発センター長 

電線事業部 

電線営業統括部 

 

市川 博章 電線事業部 

電線開発Ｃ 主査 

電線事業部 

電線開発センター長 

 

奥谷 善弘 沼津製作所 主査 浜松工場長  

佐藤 光浩 モビリティ事業本部 

計装営業統括部長 

計装営業統括部長  

村松 築樹 モビリティ事業本部 

システム開発統括部長 

矢崎総業（株） 

モビリティ事業本部 

モビリティサービスプラ

ットフォーム企画統括部

長 

 

宮崎 政直 モビリティ事業本部 

テクニカルサポートセン

ター長 

計装営業統括部  

鈴木 大輔 ガス機器事業部 

営業統括部長 

ガス機器事業部 

営業統括部 

 

増島 昭平 ガス機器事業部 

営業統括部 

兼 アローテクノ岐阜

（株）社長 

ガス機器事業部 

営業統括部 

 

名川 良春 天竜工場 主査 ガス機器事業部 

ガス機器開発Ｃ 

 

栗田 喜実 天竜工場 ガス機器事業部 

営業統括部 

兼 アローテクノ岐阜

（株）社長 

 

佐野 裕昭 環境システム事業部 主

査 

テクノ矢崎（株） 

出向 社長 

 

髙橋 健二 環境システム事業部 主

査 

環境システム事業部 副

事業部長 
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外山 賢 浜松工場長 ガス機器事業部 

ガス機器開発Ｃ 

 

 

【矢崎計器株式会社】 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

松坂 篤志 ＥＣＩ生産管理室 

グローバル製造管理統括

部長 

ＥＣＩ生産管理室  

 

【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 

主査 

執行役員 

生産技術室 副室長 

兼 部品生産技術統括部

長 

 

 

■一般人事 

氏名 新職 旧職 継続職 

武田 浩基 本田ＢＵ 

Ｗ／Ｈ生産統括部長 

ものづくり事業統括室 

ものづくりリソースセン

ター長 

 

本田 浩三 ものづくり事業統括室 

部品企画統括部長 

矢崎総業（株） 

ものづくり事業統括室 

ものづくり標準化推進統

括部長 

 

木村 和之 ものづくり事業統括室 

ものづくりリソースセン

ター長 

矢崎計器（株） 

ＥＣＩ生産管理室 

グローバル製造管理統括

部長 

 

目黒 稔 裾野製作所長 矢崎ＥＤＳベトナム有限

責任会社 出向 社長 

 

津村 顕男 牧之原工場長 牧之原工場 副工場長  

松下 昇 牧之原工場 副工場長 漳州矢崎汽車配件有限公

司 出向 総経理 

 

小野 剛 栃木工場長 矢崎総業（株） 

自動車事業管理室 

 

浅田 英幸 大浜工場 主査 矢崎計器（株） 

ＥＣＩ生産管理室 主査 
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田中 昌英 生産技術室 

部品生産技術統括部長 

生産技術室 

Ｗ／Ｈ生産技術統括部長 

 

杉山 修 生産技術室 

Ｗ／Ｈ生産技術統括部長 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

コネクタ開発設計Ｃ 副

センター長 

 

金森 康夫 ＥＥＤＤＳ技術開発室 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

材料開発センター長 

 

小田島 崇 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発セン

ター長 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発Ｃ 

Ｅ－ＥＤＳ企画開発統括

部長 

 

永田 昌秀 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発Ｃ 

主査 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発Ｃ 

ＥＩ企画開発統括部長 

 

竹口 明孝 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＩ開発設計Ｃ 主査 

（株）デイシス 

出向 社長 

 

木村 真澄 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

材料開発センター長 

矢崎総業（株） 

技術研究所 

解析技術センター長 

 

上園 浩一 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＳＵＢＡＲＵ・大型開発セ

ンター長 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＥＥＤＤＳ企画開発セン

ター長 

 

作原 裕彦 ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＳＵＢＡＲＵ・大型開発Ｃ 

主査 

ＥＥＤＤＳ技術開発室 

ＳＵＢＡＲＵ・大型開発セ

ンター長 

 

 

【国内子会社】（社長） 

氏名 新職 旧職 継続職 

杖本 清香 （株）ジョットツーリスト 

出向 社長 

兼 （株）ジョットインタ

ーナショナル 社長 

矢崎総業（株） 

自動車事業管理室 主査 

 

森 賀津昭  （株）ジョットツーリスト 

出向 社長 

兼 （株）ジョットインタ

ーナショナル 社長 

 

  



8 

 

中村 達哉 （株）デイシス 出向 社

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 

 

澤田 昇一 矢崎ビジネスサポート

（株） 出向 社長 

矢崎総業（株） 

総務人事室 

 

横山 朋生 矢崎ＥＳ（株） 

管理室 

矢崎ビジネスサポート

（株） 出向 社長 

 

増田 慎二 長崎部品（株） 出向 社

長 

矢崎部品（株） 

大東工場 

 

萩原 貴芳 熊本工機（株） 出向 社

長 

矢崎部品（株） 

大浜工場 

 

倉田 敦也 日本連続端子（株） 社長 熊本工機（株） 社長  

浜 康之  日本連続端子（株） 社長  

池田 邦晴 瀬戸内部品（株）出向 社

長 

矢崎部品（株） 

牧之原工場長 

 

野末 武由  瀬戸内部品（株）社長  

池田 直樹 岐阜部品（株） 出向 社

長 

矢崎部品（株） 

新見工場 

 

増田 敏之  岐阜部品（株） 社長  

朝比奈 克好 矢崎シスコムプラス（株） 

出向 社長 

矢崎部品（株） 

矢崎シスコムプラス（株） 

出向 

 

太田 幸男  矢崎シスコムプラス（株） 

社長 

 

巻田 明彦 （株）ワイケーデザインリ

ンク 出向 社長 

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 

 

佐野 勝麿  （株）ワイケーデザインリ

ンク 社長 

 

林 邦也 テクノ矢崎（株）社長 テクノ矢崎（株）  
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【海外法人】（副社長以上） 

氏名 新職 旧職 継続職 

古屋 浩二 矢崎ノースアメリカイン

ク 出向 Executive Vice 

President 

矢崎部品（株） 

栃木工場長 

 

内山 裕司 矢崎（中国）投資有限公司 

出向 

兼 天津矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

兼 煙台矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

兼 孝感矢崎汽車部件有

限公司 董事長 

孝感矢崎汽車部件有限公

司 出向 董事長 

兼 煙台矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

兼 総経理 

 

谷口 泰士 矢崎（中国）投資有限公司 

出向 総経理 

矢崎部品（株） 

裾野製作所長 

 

香田 一志 汕頭経済特区 矢崎汽車

部件有限公司 出向  

董事長 兼 総経理 

兼 華南矢崎（汕頭）汽車

配件有限公司 董事長 

兼 佛山順徳矢崎汽車配

件有限公司 董事長 

兼 漳州矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

矢崎（中国）投資有限公司 

出向 

 

大石 隆雄 矢崎総業（株） 

Ｗ／Ｈ生産管理室 

Ｗ／Ｈ生産統括部 

豪亜生産管理部 

汕頭経済特区 矢崎汽車

部件有限公司 出向  

総経理 

 

中野 竜弥 煙台矢崎汽車配件有限公

司 出向 総経理 

煙台矢崎汽車配件有限公

司 出向  

 

小溝 健一郎 漳州矢崎汽車配件有限公

司 出向 総経理 

長崎部品（株） 出向 社

長 

 

戸塚 雅己 ＹＩＣアジアパシフィッ

クコーポレーション 出

向 Chairman 

兼 タイ矢崎コーポレー

ション President 

タイ・アロー・プロダクツ

（株）出向 President 

 

近藤 武 タイ・アロー・プロダクツ

（株） 

出向 President 

タイ・アロー・プロダクツ

（株）出向 

矢崎カンボジアプロダク

ツ（株） 

President 
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松下 達也 ＥＤＳマニュファクチャ

リング インドネシア

（株） 出向 

 President 

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）出

向 

 

中山 則久 スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株） 

出向 President 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア（株）

President 

スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株） 出向 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア（株） 

出向  

 

玉谷 元昭 矢崎総業（株） 

Ｗ／Ｈ生産管理室 

スラバヤオートコンプ 

インドネシア（株） 

出向 President 

兼 ジャティムオートコ

ンプ インドネシア（株）

President 

 

野木 裕士 矢崎ＥＤＳベトナム有限

責任会社 出向  

社長 

矢崎部品（株） 

本田ＢＵ 

Ｗ／Ｈ生産統括部長 

 

川井 崇  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 

 

石川 隆  汕頭経済特区 矢崎汽車

部件有限公司 董事長 

兼 華南矢崎（汕頭）汽車

配件有限公司 董事長 

兼 佛山順徳矢崎汽車配

件有限公司 董事長 

兼 漳州矢崎汽車配件有

限公司 董事長 

 

加藤 忠  タイ矢崎コーポレーショ

ン President 

兼  タ イ 矢 崎 電 線 

Chairman 

兼タイ熔銅 Chairman 

兼 タイ矢崎ネットワー

クサービス Chairman  

兼 President 

 

 

以上 


