
1．平成24年4月1日付　　

　1-1．組織改正
 　　▽経営戦略本部、ストレージメディア事業部、NSプロジェクトを廃止する。

　　▽スリオンテック事業本部を新設し、マクセルスリオンテック株式会社の全機能およびストレージメディア事業部の全機能を移管するとともに、

　　　 スリオン営業部、スリオン製品部、ストレージメディア部を新設する。

　　▽九州マクセル事業本部を新設し、九州日立マクセル株式会社の全機能を移管するとともに、営業部、家電部、電器部、

　　　 EF2ソリューション部を新設する。

　　▽ファインテック事業本部を新設し、マクセルファインテック株式会社の全機能およびマクセル精器株式会社の機能の一部を移管するとともに、

　　　 営業部、精密部品部、ユニット製品部を新設する。

　　▽経営管理本部を新設し、経理部、総務部、アセット部、輸出管理部の機能を移管するとともに、経営戦略室、グローバル調達部を新設する。

　　▽新規事業開発(FUNs for FUTURE)プロジェクトを新設する。

　　▽業務本部を新設する。

　　▽コンシューマ営業本部をコンシューマ事業部に名称変更する。

　　▽ビジネスソリューション事業部を新設し、株式会社マクセル商事の全機能およびグローバル営業本部の機能の一部を移管する。

　　▽情報セキュリティ事業部を新設し、マクセル精器株式会社の機能の一部を移管するとともに、営業部、設計部、製造部を新設する。

　　▽グローバル商品開発本部の商品部を商品開発部、技術部を技術開発部に名称変更するとともに、品質保証部と知的財産権部を廃止し、

　　　 それぞれその機能を商品開発部と技術開発部に移管する。

▽グローバル営業本部グローバルBtoC推進部を廃止する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　   2012年3月8日

組織改正および人事異動について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　日立マクセル株式会社　　

　　▽グロ バル営業本部グロ バルBtoC推進部を廃止する。

　　▽グローバルマーケティング部の機能をグローバル営業本部に移管し、営業マーケティング部に名称変更する。

　1-2．人事異動
新　　職 現　　職 氏　　名

　▽取締役　兼グローバル商品開発本部統括本部長 　▽取締役　兼マクセルファインテック株式会社代表取締役 荒木　立夫

　▽グローバル商品開発本部担当本部長 　▽Maxell Corporation of America出向 柳川　鉱一

　▽グローバル商品開発本部担当本部長 　▽グローバル商品開発本部副本部長 青山　茂夫

　▽グローバル商品開発本部担当本部長　 　▽グローバル商品開発本部エグゼクティブ 廣田　正幸

　▽取締役　兼Maxell Corporation of America代表取締役 　▽取締役　兼グローバル営業本部長 沼本　英明

　▽グローバル営業本部統括本部長 　▽Maxell Corporation of America代表取締役 亀本　優

　▽グローバル営業本部担当本部長
　　 兼営業マーケティング部長

　▽グローバル営業本部副本部長
　　 兼グローバルBtoC推進部長

　 兼グローバルマーケティング部長

山本　章貴

　▽取締役　兼スリオンテック事業本部長 　▽取締役　兼マクセルスリオンテック株式会社代表取締役 松浦　武志

　▽スリオンテック事業本部副事業本部長
　　 兼スリオン製品部長
　　 兼経営管理本部副統括本部長

　▽マクセルスリオンテック株式会社取締役
　　 兼経営企画本部長

佐藤　勇

　▽スリオンテック事業本部副事業本部長
　　 兼ストレージメディア部長

　▽マクセルスリオンテック株式会社取締役　兼ST生産本部長
　 兼日立マクセル株式会社ストレージメディア事業部長

前田　員伸

　▽スリオンテック事業本部副事業本部長
　　 兼スリオン営業部長

　▽マクセルスリオンテック株式会社取締役　兼営業本部長 栁川　史郎

　▽スリオンテック事業本部担当本部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社SL生産本部長 川床　秀一

　▽スリオンテック事業本部担当本部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社新市場開拓本部長 中村　貴彦

　▽スリオンテック事業本部担当本部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社経営企画本部副本部長 西村　稔

　▽スリオンテック事業本部担当本部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社ST生産本部FI製品部長 坂本　博

　▽九州マクセル事業本部長 　▽九州日立マクセル株式会社常務取締役　兼資材本部長 田中　弥臣

　▽九州マクセル事業本部副事業本部長 　▽九州日立マクセル株式会社取締役　兼営業本部長 亀田　敬

　▽九州マクセル事業本部副事業本部長 　▽九州日立マクセル株式会社取締役　兼EF2事業部長 中川　宏史

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社家電事業部長 藤村　栄之助

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社開発本部長 嶋津　博士

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社開発本部副本部長
　 兼商品企画部長

井上　和彦

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社電器事業部長 久保　晃一

▽九州マクセル事業本部担当本部長 ▽九州日立マクセル株式会社家電事業部副事業部長 山下 康雄　▽九州マクセル事業本部担当本部長 ▽九州日立マクセル株式会社家電事業部副事業部長 山下 康雄

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社管理本部経理グループ長 橘　伸一
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　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社品質保証本部副本部長
　 兼QAセンタ長

入佐　正育

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社生産技術本部長 大北　高司

　▽九州マクセル事業本部担当本部長 　▽九州日立マクセル株式会社資材本部副本部長 宮崎　信隆

　▽ファインテック事業本部長 　▽Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd.出向 宇土　武宏

　▽ファインテック事業本部副事業本部長 　▽マクセルファインテック株式会社取締役
　 兼ながの光学事業部長

高木　啓好

　▽ファインテック事業本部副事業本部長 　▽マクセルファインテック株式会社取締役　兼営業本部長 武藤　博昭

　▽ファインテック事業本部技師長 　▽マクセルファインテック株式会社技術本部長 酒本　章人

　▽ファインテック事業本部担当本部長　兼精密部品部長 　▽Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd.出向 菅野　晋一

　▽ファインテック事業本部担当本部長 　▽マクセルファインテック株式会社サポートセンター長
　 兼経理部長

西田　秀幹

　▽Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd.出向 　▽マクセルファインテック株式会社ながの光学事業部
　 副事業部長

村中　栄治

　▽常務取締役　兼経営管理本部統括本部長
　　 兼総務部長　兼アセット部長
　　 兼日立マクセルエナジー株式会社取締役

　▽常務取締役　兼総務部長　兼アセット部長
　　 兼日立マクセルエナジー株式会社取締役

中山　雅視

　▽取締役　兼経営管理本部副統括本部長
　　 兼経営戦略室長　兼経理部長

　▽取締役　兼経営戦略本部長　兼経理部長 池上　勝憲

　▽経営管理本部エグゼクティブ 　▽経営戦略本部エグゼクティブ 後藤　明

　▽新規事業開発(FUNs for FUTURE)プロジェクトリーダー 　▽グローバル商品開発本部長 松岡　建志

　▽常務取締役　兼業務本部統括本部長
　　 兼日立マクセルエナジー株式会社取締役　兼業務本部長

　▽常務取締役　兼日立マクセルエナジー株式会社取締役 岩﨑　明郎

　▽コンシューマ事業部長　兼調達センター長 　▽日立マクセルエナジー株式会社調達本部長　兼VECセンター長 乘松　幸示

　▽ビジネスソリューション事業部長 　▽コンシューマ営業本部長 斉藤　慎也

　▽ビジネスソリューション事業部副事業部長 　▽株式会社マクセル商事取締役　兼営業本部長 林　和良

　▽ビジネスソリューション事業部副事業部長 　▽株式会社マクセル商事取締役　兼映像営業部長 浦山　泰城

　▽情報セキュリティ事業部長 　▽マクセル精器株式会社取締役 小森　茂生

　▽グローバル商品開発本部商品開発部長 　▽グローバル商品開発本部商品部長 小原　浩志

　▽グローバル商品開発本部商品開発部担当部長 　▽グローバル商品開発本部品質保証部長 林　晴高

　▽グローバル商品開発本部商品開発部担当部長 　▽グローバル商品開発本部商品部副部長 今津　龍也

　▽グローバル商品開発本部技術開発部長 　▽グローバル商品開発本部技術部長 神崎　壽夫

　▽グローバル商品開発本部技術開発部担当部長 　▽グローバル商品開発本部知的財産権部長 中住　哲也

　▽グローバル商品開発本部技術開発部副技師長 ▽グローバル商品開発本部知的財産権部副部長 加藤 昭商品開発本部技術開発部副技師長 商品開発本部知的財産権部副部長 加藤 昭

　▽スリオンテック事業本部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社経理本部長 鈴木　琢

　▽スリオンテック事業本部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社経理本部経理部長 浅野　貢一

　▽スリオンテック事業本部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社経理本部資材部長 高原　道明

　▽スリオンテック事業本部スリオン営業部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社営業本部東日本営業部長 奥山　仁

　▽スリオンテック事業本部スリオン営業部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社営業本部西日本営業部長 細野　光男

　▽スリオンテック事業本部スリオン営業部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社営業本部東日本営業部
　 関東・東北営業所長

南湖　太郎

　▽スリオンテック事業本部スリオン営業部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社新市場開拓本部
　 FI営業部長

吉丸　成記

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社SL生産本部川崎工場長 小林　敦

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社SL生産本部
　　川崎工場副技師長

水津　大助

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社SL生産本部小渕沢工場長 久野　正行

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社SL生産本部
　 小渕沢工場副技師長

鈴木　憲

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社ST生産本部
　 ST品質保証部長 兼技術本部品質保証部長

松田　功

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社技術本部設計部長 酒井　貴広

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社技術本部
　 クリーン事業推進部長

榎本　弘之

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社技術本部研究開発部長 宮田　照久

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社技術本部副技師長 西郷　政裕

　▽スリオンテック事業本部スリオン製品部担当部長 　▽ストレージメディア事業部営業部長 伊藤　卓二

　▽スリオンテック事業本部ストレージメディア部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社ST生産本部ST設計部長 坂田　信二

　▽スリオンテック事業本部ストレージメディア部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社ST生産本部生産管理部長 西川　康之

　▽スリオンテック事業本部ストレージメディア部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社ST生産本部磁材部長 柴田　剛士

　▽スリオンテック事業本部ストレージメディア部担当部長 　▽ストレージメディア事業部企画部長 安藤　馨一

　▽九州マクセル事業本部営業部長 　▽九州日立マクセル株式会社営業本部
　 国内コンシューマ販売推進部長

稲田　浩司

　▽九州マクセル事業本部営業部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社営業本部特販・海外営業部長 永末　公紀

　▽九州マクセル事業本部営業部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社営業本部
　 国内コンシューマ販売推進部副部長

吉村　広利

　▽九州マクセル事業本部営業部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社営業本部
　 特販・海外営業部副部長

渡　信二

　▽九州マクセル事業本部家電部長 　▽九州日立マクセル株式会社家電事業部家電開発部長 八尋　伸紀

州 事業本部電器部長 州 立 株式会社電器事業部電器開 部長 安部 章　▽九州マクセル事業本部電器部長 ▽九州日立マクセル株式会社電器事業部電器開発部長 安部田 章

　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社家電事業部家電製造部長 高橋　満寿雄
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　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社VECセンタ長 犬山　清文

　▽九州マクセル事業本部EF2ソリュ－ション部長 　▽九州日立マクセル株式会社EF2事業部副事業部長
　 兼EF2開発部長

小林　良弘

　▽九州マクセル事業本部EF2ソリュ－ション部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社EF2事業部営業グループ長 國増　俊男

　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社家電事業部家電資材部長 内山　英明

　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社品質保証本部
　 QAセンタ副センタ長

中村　元昭

　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社管理本部総務グループ長 沼田　典之

　▽九州マクセル事業本部担当部長 　▽九州日立マクセル株式会社香港・中国駐在員事務所長 中島　健一

　▽ファインテック事業本部営業部長 　▽マクセルファインテック株式会社営業本部営業統括部長 宮地　裕

　▽ファインテック事業本部営業部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社営業本部営業部副部長 安田　久宣

　▽ファインテック事業本部営業部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社営業本部営業部長 勝部　敬三

　▽ファインテック事業本部営業部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社営業本部マーケティング部長 麿　毅

　▽ファインテック事業本部営業部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社営業本部営業部担当部長 松村　明寿

　▽ファインテック事業本部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社生産管理センター副センター長 八木　正秀

　▽ファインテック事業本部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社精密事業部精密製品部長 渡辺　洋亘

　▽Maxell Tohshin (Malaysia) Sdn. Bhd.出向 　▽マクセルファインテック株式会社生産管理センター長
　 兼生産管理部副部長

草間　淳

　▽ファインテック事業本部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社生産管理センター長
　 兼生産管理部長

金野　明文

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社精密事業部金型部長 菊池　信博

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社精密事業部金型部統括部長 鈴石　光信

　▽ファインテック事業本部精密部品部副技師長 　▽マクセルファインテック株式会社精密事業部金型部長 櫻井　栄一

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社精密事業部金型部副部長 千葉　浩幸

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社精密製品部統括部長 佐々木　英悦

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセル精器株式会社第1製造部長 小寺　博之

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社オプト製品部統括部長 斎藤　明弘

　▽ファインテック事業本部精密部品部技師長 　▽マクセルファインテック株式会社オプト製品部主管技師長 杉　靖彦

　▽ファインテック事業本部精密部品部副技師長 　▽マクセルファインテック株式会社オプト製品部副技師長 鈴木　浩幸

　▽ファインテック事業本部精密部品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社技術本部生産技術部長 飯淵　一郎

　▽ファインテック事業本部ユニット製品部長 　▽マクセルファインテック株式会社技術本部
　 生産技術統括部長

柴崎　進

▽ファインテック事業本部ユニット製品部担当部長 ▽マクセルファインテック株式会社技術本部開発部長 信太 郁夫　▽ファインテック事業本部ユニット製品部担当部長 ▽マクセルファインテック株式会社技術本部開発部長 信太 郁夫

　▽ファインテック事業本部ユニット製品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社光学事業部ユニット製品部長 加藤　靖

　▽ファインテック事業本部ユニット製品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社光学事業部
　 ユニット製品統括部長

大坪　宏安

　▽ファインテック事業本部ユニット製品部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社光学事業部光学設計部長 杉山　隆

　▽ファインテック事業本部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社品質保証部統括部長 谷中　芳美

　▽ファインテック事業本部担当部長 　▽マクセルファインテック株式会社サポートセンター部長
　 兼総務部長

田尻　博也

　▽新規事業開発(FUNs for FUTURE)プロジェクト担当部長 　▽経営戦略本部経営企画部長 寺澤　寛了

　▽経営管理本部総務部担当部長 　▽マクセルスリオンテック株式会社経営企画本部京都総務部長 中野　正明

　▽経営管理本部輸出管理部長 　▽輸出管理部長 高森　洋

　▽経営管理本部経営戦略室担当部長 　▽経営戦略本部担当部長 岩崎　真明

　▽経営管理本部経理部担当部長 　▽経営戦略本部経理部担当部長 中村　富臣

　▽経営管理本部グローバル調達部長 　▽経営戦略本部グループ会社室長 伊藤　慎治

　▽コンシューマ事業部第1営業部長 　▽コンシューマ営業本部第1営業部長 木滝　博之

　▽コンシューマ事業部第1営業部担当部長 　▽コンシューマ営業本部第2営業部長 伊沢　次男

　▽コンシューマ事業部第2営業部長 　▽コンシューマ営業本部販売推進部新事業営業グループリーダー 和田　修司

　▽コンシューマ事業部第3営業部長 　▽コンシューマ営業本部第3営業部長 小林　是人

　▽コンシューマ事業部販売推進部長 　▽コンシューマ営業本部販売推進部長 福島　由雄

　▽コンシューマ事業部販売推進部担当部長 　▽コンシューマ営業本部販売推進部副部長 奥野　敏弘

　▽コンシューマ事業部販売推進部担当部長 　▽コンシューマ営業本部販売推進部副部長 正木　宏志

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部西日本営業部長 伊地知　彰

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽株式会社マクセル商事特販営業部長 島田　良

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽グローバル営業本部営業企画部
　 OneMaxell推進グループリーダー

世古口　修

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽株式会社マクセル商事西日本営業部長 小谷　隆光

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽株式会社マクセル商事西日本営業部副部長 市原　秀昭

　▽ビジネスソリューション事業部担当部長 　▽株式会社マクセル商事販売管理部長 村木　一雄

　▽情報セキュリティ事業部営業部長 　▽マクセル精器株式会社営業部営業グループリーダー 柴田　直紀

　▽情報セキュリティ事業部営業部担当部長 　▽マクセル精器株式会社企画部長 高橋　武博

　▽情報セキュリティ事業部営業部担当部長 　▽マクセル精器株式会社営業部長 安田　能也

　▽情報セキュリティ事業部設計部長 　▽マクセル精器株式会社設計開発部長 中川　和成

　▽情報セキュリティ事業部設計部副技師長 ▽マクセル精器株式会社設計開発部副技師長 日野 吉晴

　▽情報セキュリティ事業部設計部副技師長 　▽マクセル精器株式会社生産技術部長 西村　英一
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新　　職 現　　職 氏　　名

　▽情報セキュリティ事業部担当部長 　▽マクセル精器株式会社品質保証部長 久保　昌広

　▽情報セキュリティ事業部製造部長 　▽マクセル精器株式会社第2製造部長 山崎　育男

　▽情報セキュリティ事業部担当部長 　▽マクセル精器株式会社業務部長 菊池　直幸

　▽情報セキュリティ事業部担当部長 　▽マクセル精器株式会社管理部長 藤本　和久
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