
日立マクセル株式会社　　

平成23年4月1日付  

　1-1．組織改正　日立マクセル株式会社

　 ▽開発本部、知的財産権本部、マイクロ電池事業部、ＭＰＫ統括本部、モバイル電池事業部、パワー電池事業部、コンシューマ販売事業部、

　　　グローバル営業統括本部、電池営業本部、品質保証本部、生産技術本部、ＩＴ推進本部、経理本部、総務本部、ＣＳＲ推進本部、

　　　法務本部、輸出管理本部、プロセスイノベーション推進本部、調達本部、監査役室を廃止し、商品開発本部、コンシューマ営業本部、

　　　グローバル営業本部、シェアードサービス本部を新設する。

　 ▽経営戦略本部事業計画部を廃止する。

　 ▽商品開発本部に開発本部、コンシューマ販売事業部、知的財産権本部より機能の一部を移管する。

　 ▽商品開発本部に技術部を新設する。

　 ▽商品開発本部に知的財産権部を新設する。

　 ▽経理本部東京経理部を経理部に名称変更する。

　 ▽総務本部東京総務部を総務部に名称変更する。

　 ▽輸出管理部を新設する。

　 ▽監査役室を廃止する。

　 ▽シェアードサービス本部分析センターを設置し、開発本部分析センターの機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部グローバル物流部を設置し、グローバル営業統括本部グローバル物流部より機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部品質保証部を設置し、品質保証本部より機能を移管する。

▽シ ア ドサ ビス本部生産技術開発部を設置し 生産技術本部生産技術開発部 施設管理部の機能を移管する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　            平成23年3月22日

組織改正および人事異動について

　 ▽シェアードサービス本部生産技術開発部を設置し、生産技術本部生産技術開発部、施設管理部の機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部システム開発部を設置し、ＩＴ推進本部システム開発部の機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部財務部を設置し、経理本部経理部の機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部人事勤労部を設置し、総務本部人事勤労部の機能の一部を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部法務広報部を新設し、法務本部の機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部環境推進室を設置し、ＣＳＲ推進本部環境推進室の機能を移管する。

　 ▽シェアードサービス本部輸出管理業務室を設置し、輸出管理本部の機能を移管する。

　1-2．組織改正　日立マクセルエナジー株式会社

　 ▽ＭＰＫ統括本部を新設し、日立マクセル株式会社ＭＰＫ統括本部の機能を移管し、モバイル電池事業部、パワー電池事業部を設置する。

　 ▽モバイル電池事業部市場開拓部の機能を営業本部へ移管する。

　 ▽モバイル電池事業部ＶＥＣ推進室を廃止する。

　 ▽パワー電池事業部事業企画部の機能を経営戦略本部へ移管する。

　 ▽マイクロ電池事業部を新設し、日立マクセル株式会社マイクロ電池事業部の機能を移管する。

　 ▽マイクロ電池事業部リチウム設計部を新設し、設計部の機能の一部を移管する。

　 ▽マイクロ電池事業部ソリューション設計部を新設し、設計部の機能の一部とグローバル営業統括本部電池営業本部マイクロ電池営業部の

　　　機能の一部を移管する。

　 ▽経営戦略本部を新設し、事業企画部、マーケティング部を設置する。

　 ▽経営戦略本部事業企画部は日立マクセル株式会社ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部より機能を移管する。

　 ▽経営戦略本部マーケティング部は日立マクセル株式会社グローバル営業統括本部マーケティング部より機能を移管する。

　 ▽開発本部を新設し、開発部を設置する。

　 ▽知的財産権部を新設し、日立マクセル株式会社知的財産権本部の機能の一部を移管する。

　 ▽生産技術部を新設し、日立マクセル株式会社生産技術本部の機能を移管する。

　 ▽営業本部を新設し、日立マクセル株式会社グローバル営業統括本部の機能の一部を移管する。

　 ▽営業本部市場開拓部を新設し、モバイル電池事業部市場開拓部の機能と、パワー電池事業部事業企画部の機能の一部を移管する。

　 ▽ＩＴ推進本部を新設し、日立マクセル株式会社ＩＴ推進本部の機能の一部を移管する。

　 ▽ＩＴ推進本部事業プラットフォーム推進部を設置し、日立マクセル株式会社ＩＴ推進本部の機能の一部を移管する。

　 ▽経理部を新設し、日立マクセル株式会社経理本部電池経理部の機能を移管する。

　 ▽総務部を新設し、日立マクセル株式会社総務本部、ＣＳＲ推進本部の機能の一部を移管する。

　 ▽ＭＰＩ推進センターを新設し、日立マクセル株式会社プロセスイノベーション推進本部の機能の一部を移管する。

　 ▽調達本部を新設し、日立マクセル株式会社調達本部の機能を移管する。
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　 ▽調達本部開発購買部を新設し、日立マクセル株式会社資材調達部、ＶＥＣセンターの機能の一部を移管する。

　 ▽輸出管理部を新設する。

　 ▽監査室を新設する。

　2．人事異動
新　　職 現　　職 氏　　名

　▽日立マクセルエナジー株式会社取締役 　▽常務取締役　兼ＭＰＫ統括本部長 勝田　善春

　▽日立マクセルエナジー株式会社取締役
      兼ＭＰＫ統括本部長　兼パワー電池事業部長

　▽ＭＰＫ統括本部副本部長　兼パワー電池事業部長
天池　俊幸

　▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部長 　▽ＭＰＫ統括本部員　兼グローバル営業統括本部長
　　 兼電池営業本部長

沼本　英明

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部員
　　 .兼開発本部長

　▽ＭＰＫ統括本部員　兼開発本部長
河合　通文

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部員
　　 .兼モバイル電池事業部長

　▽ＭＰＫ統括本部員　兼モバイル電池事業部長
木下　和雄

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部員
　   .兼調達本部長　兼ＶＥＣセンター長

　▽ＭＰＫ統括本部員　兼調達本部長　兼ＶＥＣセンター長
乘松　幸示

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部副本部長 　▽ＭＰＫ統括本部員　兼プロセスイノベーション推進本部長 西田　雅人

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部市場開拓部長 　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部市場開拓部長 岩本　章

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部
　    市場開拓部副技師長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部市場開拓部副技師長
長野　満幸

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　. モバイル電池事業部電池パック統括部長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部電池パック統括部長
大嶋　敏夫

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　    モバイル電池事業部電池設計部長　兼ＭＰＫ統括本部員

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部電池設計部長
杣友　良樹

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　 日立ビークルエナジー株式会社出向

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部
　　 電池設計部副技師長

竹田　和弘

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  モバイル電池事業部第１製造部長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部第１製造部長
寺沢　正俊

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  モバイル電池事業部第２製造部長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部第２製造部長
山崎　克伸

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  モバイル電池事業部品質保証部長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部品質保証部長
上野　正人

▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部 ▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部生産管理部長
山縣 仁

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  モバイル電池事業部生産管理部長

▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部生産管理部長
山縣　仁

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  モバイル電池事業部生産管理部副部長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部生産管理部副部長
南本　龍作

　▽日立マクセルエナジー株式会社調達本部
　　  ＶＥＣセンター副技師長

　▽ＭＰＫ統括本部モバイル電池事業部ＶＥＣ推進室長
中島　隆宏

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  パワー電池事業部副事業部長

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部副事業部長
戸井　充春

　▽日立マクセルエナジー株式会社経営戦略本部
      事業企画部長

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部事業企画部長
田村　礼仁

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部
　　  市場開拓部副技師長

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部事業企画部副技師長
佐藤　淳

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  パワー電池事業部設計部長　兼ＭＰＫ統括本部員

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部設計部長
樋口　勇人

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  パワー電池事業部富山製造部長

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部富山製造部長
中村　孝

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部
　　  パワー電池事業部品質保証部長

　▽ＭＰＫ統括本部パワー電池事業部品質保証部長
布村　豊幸

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部長 　▽マイクロ電池事業部長 須本　誠司

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  マイクロ電池事業部副事業部長

　▽マイクロ電池事業部副事業部長
中村　啓次

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  マイクロ電池事業部副技師長

　▽マイクロ電池事業部副技師長
伊東　範幸

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部主管 　▽マイクロ電池事業部主管 滝本　靖志

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  製造部長

　▽マイクロ電池事業部製造部長
上村　基寛

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  製造部副部長

　▽マイクロ電池事業部製造部副部長
牛島　三七十郎

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  リチウム設計部長

　▽マイクロ電池事業部設計部長
仁司　孝幸

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  品質保証部長

　▽マイクロ電池事業部品質保証部長
堀家　浩

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  生産管理部長

　▽マイクロ電池事業部生産管理部長
仲野　功

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  生産管理部主管

　▽マイクロ電池事業部生産管理部主管
河村　泰明

　▽日立マクセルエナジー株式会社マイクロ電池事業部
　　  ソリューション設計部長

　▽グローバル営業統括本部電池営業本部
　　 マイクロ電池営業部長

佐野　健一

▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部営業企画部長 ▽グローバル営業統括本部電池営業本部　▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部営業企画部長 ▽グローバル営業統括本部電池営業本部
　　 マイクロ電池営業部グループリーダー

藤村　敬介
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新　　職 現　　職 氏　　名

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部
　　  モバイル電池営業部長

　▽グローバル営業統括本部電池営業本部
　　 モバイル電池営業部長

那波　信司

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部
　　  パワー電池営業部長

　▽グローバル営業統括本部電池営業本部
　　 パワー電池営業部長

谷川　正治

　▽日立マクセルエナジー株式会社経営戦略本部
　　  マーケティング部長

　▽グローバル営業統括本部電池営業本部
　　 マーケティング部長

石川　順

　▽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 　▽グローバル営業統括本部西日本営業部長 伊地知　彰

　▽日立マクセルエナジー株式会社営業本部主管 　▽グローバル営業統括本部主管 多田　康之

　▽日立マクセル株式会社経営戦略本部長　兼経理部長 　▽経営戦略本部長　兼ＭＰＫ統括本部員 池上　勝憲

　▽日立マクセル株式会社経営戦略本部エグゼクティブ 　▽経営戦略本部事業計画部長 後藤　明

　▽日立マクセル株式会社経営戦略本部経営企画部長 　▽経営戦略本部経営企画部長 寺澤　寛了

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部副本部長 　▽開発本部副本部長　兼機能性材料開発センター長 青山　茂夫

　▽日立マクセルエナジー株式会社　フェロー開発本部技師長 　▽フェロー開発本部技師長 長井　龍

　▽日立マクセルエナジー株式会社開発本部副技師長 　▽開発本部企画部長 松沼　悟

　▽日立マクセルエナジー株式会社開発本部副技師長 　▽開発本部電池開発センター長 喜多　房次

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  分析センター副技師長

　▽開発本部電池開発センター副技師長
一條　稔

　▽日立マクセルエナジー株式会社開発本部開発部長 　▽開発本部電池開発センターグループリーダー 児島　克典

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  分析センター副技師長

　▽開発本部分析センター長
宮田　一司

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  分析センター長

　▽開発本部分析センターグループリーダー主任技師
池ケ谷　昌仁

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部技術部長 　▽開発本部機能性材料開発センターグループリーダー主任技師 神崎　壽夫

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部
　　  知的財産権部副技師長

　▽知的財産権本部特許部長
加藤　昭

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部知的財産権部長 　▽知的財産権本部知財企画部長 中住　哲也

　▽日立マクセルエナジー株式会社知的財産権部長 　▽知的財産権本部特許部グループリーダー主任技師 西牟田　昭弘

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部長 　▽コンシューマ販売事業部長 松岡　建志

　▽日立マクセル株式会社コンシューマ営業本部長 　▽コンシューマ販売事業部セールスゼネラルマネージャー 斉藤　慎也

　▽日立マクセル株式会社コンシューマ営業本部主管 　▽コンシューマ販売事業部主管 熊谷　栄一

　▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部副本部長 　▽コンシューマ販売事業部商品部長 山本　章貴

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部品質保証部長 　▽コンシューマ販売事業部品質保証部長 林　晴高

▽日立マクセル株式会社コンシューマ営業本部 ▽コンシューマ販売事業部品質保証部副部長
正木 宏志

　▽日立マクセル株式会社コンシュ マ営業本部
　　  販売推進部副部長

▽コンシュ マ販売事業部品質保証部副部長
正木 宏志

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部商品部長 　▽コンシューマ販売事業部商品部グループリーダー 小原　浩志

　▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部主管 　▽グローバル営業統括本部主管 秋澤　哲哉

　▽日立マクセル株式会社グローバル営業本部主管 　▽グローバル営業統括本部主管 深堀　元也

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部員
　    兼営業本部長　兼マイクロ電池営業部長

　▽グローバル営業統括本部営業企画部長
高橋　誠司

　▽日立マクセル株式会社
　    シェアードサービス本部エグゼクティブ
　    兼グローバル物流部長

　▽グローバル営業統括本部エグゼクティブ
　　 兼グローバル物流部長 木元　則文

　▽日立マクセル株式会社
　    シェアードサービス本部エグゼクティブ
　    兼品質保証部長

　▽品質保証本部長　兼ＱＡ・ＣＳセンター長

廣田　正幸

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＫ統括本部員
　　  兼経営戦略本部長

　▽生産技術本部長　兼施設管理部長
　　 兼ＭＰＫ統括本部員

太田　博之

　▽日立マクセルエナジー株式会社生産技術部長
　　  兼ＭＰＫ統括本部員　兼日立マクセル株式会社
　　  シェアードサービス本部生産技術開発部長

　▽生産技術本部生産技術開発部長

正岡　浩

　▽日立マクセルエナジー株式会社生産技術部副部長 　▽生産技術本部生産技術部長 隅山　浩一

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＩＴ推進本部長
　　　兼ＭＰＫ統括本部員　兼日立マクセル株式会社
　　　シェアードサービス本部員

　▽ＩＴ推進本部長

中村　光彦

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部担当部長 　▽ＩＴ推進本部企画推進部長 岩崎　真明

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　 　 システム開発部長

　▽ＩＴ推進本部システム開発部長
堂園　淳一

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＩＴ推進本部
　　  事業プラットフォーム推進部長

　▽ＩＴ推進本部ＩＴ革新プロジェクトリーダー
田中　浩生

　▽日立マクセルエナジー株式会社取締役 　▽取締役　兼経理本部長 岩﨑　明郎

　▽日立マクセルエナジー株式会社経理部長
　　  兼ＭＰＫ統括本部員

　▽経理本部電池経理部長
増田　憲俊

　▽日立マクセル株式会社経理部担当部長 　▽経理本部東京経理部長 中村　富臣

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部財務部長 　▽経理本部経理部グループリーダー 安東　嘉夫

　▽日立マクセル株式会社総務部長
　　  兼シェアードサービス本部長
　　  兼日立マクセルエナジー株式会社取締役

　▽常務取締役　兼総務本部長　兼総務部長
　　 兼東京総務部長　兼ＣＳＲ推進本部長 中山　雅視

　▽日立マクセルエナジー株式会社取締役 　▽取締役 梶井　修

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  エグゼクティブ　兼ＭＰＫ統括本部員

　▽総務本部副本部長　兼人事勤労部長
　　 兼ＣＳＲ推進本部リスク対策室長　兼ＭＰＫ統括本部員

植月　本和
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新　　職 現　　職 氏　　名

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  人事勤労部担当部長

　▽総務本部主管
豊田　敏裕

　▽日立マクセル株式会社 シェアードサービス本部
　　 人事勤労部長

　▽総務本部人事勤労部グループリーダー
口井　孝至

　▽日立マクセルエナジー株式会社総務部長 　▽総務本部総務部副部長 筈井　源一

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  環境推進室長

　▽ＣＳＲ推進本部環境推進室長
水谷　光

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  環境推進室主管

　▽ＣＳＲ推進本部環境推進室主管
古橋　延広

　▽日立マクセルエナジー株式会社総務部主管 　▽ＣＳＲ推進本部主管 江川　哲夫

　▽日立マクセル株式会社
　　  シェアードサービス本部エグゼクティブ　兼法務広報部長

　▽法務本部長
春日　義行

　▽日立マクセル株式会社シェアードサービス本部
　　  輸出管理業務室長

　▽輸出管理本部輸出管理業務室長
高森　洋

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＩ推進センター長 　▽プロセスイノベーション推進本部ＭＰＩ教育センター長 白井　睦智

　▽日立マクセルエナジー株式会社ＭＰＩ推進センター副技師長 　▽プロセスイノベーション推進本部
　　 ＭＰＩ教育センター副技師長

檜垣　勝弘

　▽日立マクセル株式会社商品開発本部商品部副部長 　▽プロセスイノベーション推進本部
　　 ＭＰＩ教育センターグループリーダー主任技師

今津　龍也

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  調達本部エグゼクティブ　兼調達企画部長

　▽調達本部エグゼクティブ　兼調達企画部長
稲垣　悟

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  調達本部ＶＥＣセンター副技師長

　▽調達本部ＶＥＣセンター副技師長
有田　哲也

　▽日立マクセルエナジー株式会社調達本部開発購買部長 　▽調達本部資材調達部長 猪子　澄

　▽日立マクセルエナジー株式会社監査室長 　▽監査役室部長 野田　秀行

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　  独立行政法人理化学研究所出向

　▽独立行政法人理化学研究所出向
島崎　勝輔

　▽日立マクセルエナジー株式会社
　　 日立ビークルエナジー株式会社出向

　▽日立ビークルエナジー株式会社出向
西原　昭二

　▽日立マクセル株式会社Maxell Corporation of America出向 　▽Maxell Corporation of America出向 亀本　優

　▽日立マクセル株式会社Maxell Europe Ltd.出向 　▽Maxell Europe Ltd.出向 亀田　敬

　▽日立マクセル株式会社Maxell Europe Ltd.出向 　▽Maxell Europe Ltd.出向 森永　浩央

　▽日立マクセル株式会社マクセル（上海）貿易有限公司出向 　▽マクセル（上海）貿易有限公司出向 上松　昭夫

　▽日立マクセル株式会社Maxell Corporation of America出向 　▽Maxell Corporation of America出向 柳川　鉱一

▽日立マクセル株式会社Maxell Europe Ltd 出向 ▽Maxell Europe Ltd 出向 高橋 正人　▽日立マクセル株式会社Maxell Europe Ltd.出向 ▽Maxell Europe Ltd.出向 高橋 正人

　▽日立マクセル株式会社台湾マクセル有限公司出向 　▽台湾マクセル有限公司出向 川崎　博是

　▽日立マクセルエナジー株式会社
       無錫日立マクセル有限公司出向

　▽無錫日立マクセル有限公司出向
大曽根　浩二

　▽日立マクセルエナジー株式会社Maxell Europe Ltd.出向 　▽Maxell Europe Ltd.出向 芳村　裕之

　▽日立マクセルエナジー株式会社
       無錫日立マクセル有限公司出向

　▽無錫日立マクセル有限公司出向
角本　盛弘

　▽日立マクセル株式会社Maxell Asia, Ltd.出向 　▽コンシューマ販売事業部商品部副部長 細野　政雄

　▽日立マクセル株式会社マクセル（上海）貿易有限公司出向 　▽経理本部副本部長　兼経理部長　兼ＭＰＫ統括本部員 鈴木　啓之

　▽マクセルファインテック株式会社転属 　▽開発本部オプト開発センター長 信太　郁夫
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