2015年3月6日
日立マクセル株式会社

組織改正・人事異動について
2015年4月1日付
1．組織改正
▽開発本部知的財産権部を廃止し、その機能を業務管理本部に移管する。
▽エナジー事業本部MD業務部を新設する。
▽ライフソリューション事業本部事業企画室を新設する。
▽ライフソリューション事業本部設計部を新設する。
▽ライフソリューション事業本部家電部、電器部を廃止し、その機能を設計部に移管する。
▽ライフソリューション事業本部製造部を新設する。
▽ライフソリューション事業本部品質保証部を新設する。
▽光エレクトロニクス事業本部知財管理部を光イノベーション部に名称変更する。
▽業務管理本部新事業開発部を新設する。
▽業務管理本部に開発本部より知的財産権部を移管する。
▽業務管理本部クロスファンクション推進部を廃止する。
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部コンシューマ営業部、ソリューション営業部を廃止し、第1営業部、第2営業部を新設する。
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部管理部を新設する。
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部CS推進部を新設する。
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部調達センターを調達部に名称変更する。
▽グローバル人財部を廃止する。
▽マーケティング統括本部を新設する。

2．人事異動
新 職
▽開発本部 統括本部長
▽執行役員
エナジー事業本部長
▽エナジー事業本部 副事業本部長
兼 システム事業推進部長
▽執行役員
スリオンテック事業本部長
▽取締役
兼 常務執行役員
▽執行役員
光エレクトロニクス事業本部長
▽光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長

現 職
▽開発本部 技師長
▽執行役員
エナジー事業本部 副事業本部長
▽開発本部 統括本部長
兼 エナジー事業本部 システム事業推進部長
▽執行役員
エナジー事業本部長

氏 名
川床 秀一
中村 啓次
河合 通文
須本 誠司

▽取締役
兼 常務執行役員 光エレクトロニクス事業本部長

吉武 賢一

兼 グローバル人財部長
▽執行役員
光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
▽光エレクトロニクス事業本部
プロジェクタ企画販売部長

出口 雅晴
松永 康男

▽取締役
兼 専務執行役員

▽取締役
兼 専務執行役員 業務管理本部 統括本部長
兼 アセット事業部長

岩﨑 明郎

▽執行役員
業務管理本部 統括本部長
兼 経営戦略部長

▽執行役員
光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長

海崎 一洋

▽業務管理本部 副統括本部長

中村 光彦

▽株式会社 日立製作所

小野寺 修

▽執行役員

亀本 優

▽光エレクトロニクス事業本部 本部員
▽エナジー事業本部 LB設計部 副技師長
▽エナジー事業本部 LB設計部 副技師長
▽エナジー事業本部 LB設計部 開発第3課長
▽エナジー事業本部 LB品質保証部長
▽エナジー事業本部 MD製造部長

小原
片山
寺沢
津幡
上野
仲野

▽業務管理本部 副統括本部長
兼 アセット事業部長
▽業務管理本部 副統括本部長
兼 調達・物流管理部長
▽執行役員
マーケティング統括本部長
▽マーケティング統括本部 副統括本部長
▽開発本部 技術開発部 主管
▽エナジー事業本部 LB生産技術部 副技師長
▽エナジー事業本部 LB品質保証部長
▽エナジー事業本部 LB品質保証部 副技師長
▽エナジー事業本部 LB生産管理部長

寛
秀昭
正俊
英樹
正人
功

新

職

▽エナジー事業本部 MD製造部長
▽エナジー事業本部 MD業務部長
▽スリオンテック事業本部 小淵沢製造部 副技師長
▽ライフソリューション事業本部 事業企画室長
▽ライフソリューション事業本部 営業部 副部長
▽ライフソリューション事業本部 営業部 副部長
▽ライフソリューション事業本部
▽ライフソリューション事業本部
▽ライフソリューション事業本部
▽ライフソリューション事業本部
▽ライフソリューション事業本部
▽光エレクトロニクス事業本部
プロジェクタ企画販売部長

設計部長
設計部 副部長
製造部長
品質保証部長
品質保証部 副技師長

▽光エレクトロニクス事業本部 開発部 副技師長
▽光エレクトロニクス事業本部
光イノベーション部 主管
▽業務管理本部 エグゼクティブ
兼 新事業開発部長
▽業務管理本部 経営戦略部 主管
兼 新事業開発部 主管
▽業務管理本部 知的財産権部長
▽執行役員
コンシューマ＆ソリューション事業本部長

現 職
▽エナジー事業本部 MD製造部
酸化銀電池製造課長
▽エナジー事業本部 LB生産管理部長
▽スリオンテック事業本部 川崎製造部 副技師長
▽ライフソリューション事業本部 家電部 副技師長
▽ライフソリューション事業本部 EF2部 副部長
▽ライフソリューション事業本部
情報セキュリティ部 副部長
▽ライフソリューション事業本部 家電部長
▽ライフソリューション事業本部 電器部長
▽ライフソリューション事業本部 主管
▽ライフソリューション事業本部 副技師長
▽ライフソリューション事業本部 副技師長
▽光エレクトロニクス事業本部
プロジェクタ企画販売部 副部長
▽光エレクトロニクス事業本部
開発部 第2課 主任技師

氏

名

美和 優
山縣
小林
高橋
國増

仁
敦
武博
俊男

柴田 直紀
八尋 伸紀
安部田 章
高橋 満寿雄
田中 敬恒
久保 昌広
堀 和彦
福井 雅千

▽株式会社 日立製作所

川前 治

▽業務管理本部 エグゼクティブ
兼 クロスファンクション推進部長

西田 雅人

▽業務管理本部 経営戦略部 主管

安東 嘉夫

▽開発本部 知的財産権部長
▽執行役員
コンシューマ＆ソリューション事業本部長
兼 調達センター長

西牟田 昭弘

▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
副事業本部長

▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
副事業本部長
兼 コンシューマ営業部長
兼 ソリューション営業部長

▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
第1営業部長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
第1営業部 副部長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
第1営業部 主管
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
第2営業部長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
管理部長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
CS推進部長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
調達部長

▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
コンシューマ営業部 第1課長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
ソリューション営業部 主管
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
ソリューション営業部 主管
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
コンシューマ営業部 第2課長
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
主管
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
主管
▽コンシューマ＆ソリューション事業本部
調達センター 購買課長

乘松 幸示

斉藤 慎也

松尾 新吾
世古口 修
伊地知 彰
平 健介
奥野 敏弘
正木 宏志
加藤 真幸

以上

