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各　位

日本特殊陶業株式会社

　日本特殊陶業株式会社（社長：尾堂真一、本社：名古屋市瑞穂区）は次の通り組織変更、

役員所管業務変更並びに人事異動を行いますのでお知らせいたします。

１．組織変更（４月１日付）

（１）広報室を新設する。

（２）ＳＯＦＣプロジェクトを新設する。

（３）技術開発本部研究開発センター内に電子技術部を新設する。

（４）生産技術本部生産技術センター内のものづくり力整備室と、自動車関連事業本部内の

　　　ものづくり力強化推進室を統合し、生産技術本部ものづくりセンターとする。

（５）生産技術本部生産技術センター内の情報通信生産技術部を、半導体生産技術部に改称

　　　する。

（６）情報通信関連事業本部とセラミック関連事業本部を統合し、テクニカルセラミックス

  　　関連事業本部とする。同事業本部内に、半導体事業部、機械工具事業部、応用

　　　セラミック事業部を設置する。

（７）情報通信関連事業本部企画本部とセラミック関連事業本部企画部を統合し、テクニカル

　　　セラミックス関連事業本部企画部とする。

（８）情報通信関連事業本部企画本部内のセラミックＰＫＧ企画室とオーガニックＰＫＧ

  　　企画室を統合し、テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画室とする。

（９）情報通信関連事業本部企画本部協業推進室を、テクニカルセラミックス関連事業本部

　　　半導体事業部協業推進室に改称する。

（10）情報通信関連事業本部企画本部マーケティング室を、テクニカルセラミックス関連

　　　事業本部半導体事業部マーケティング室に改称する。

（11）情報通信関連事業本部営業本部内の営業企画室、第１営業部並びに第２営業部を統合し、

  　　テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部営業部とする。

（12）情報通信関連事業本部技術本部内のセラミック技術部とオーガニック技術部を統合し、

  　　テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部技術部とする。

（13）情報通信関連事業本部オーガニックＰＫＧ事業部品質保証部を、テクニカルセラミックス

　　　関連事業本部半導体事業部品質保証部に改称する。

（14）情報通信関連事業本部オーガニックＰＫＧ事業部製造部を、テクニカルセラミックス

　　　関連事業本部半導体事業部製造部に改称する。

（15）セラミック関連事業本部機械工具事業部企画室を、テクニカルセラミックス関連事業

　　　本部機械工具事業部企画室に改称する。

（16）セラミック関連事業本部機械工具事業部営業部を、テクニカルセラミックス関連事業

　　　本部機械工具事業部営業部に改称する。　
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（17）セラミック関連事業本部機械工具事業部技術部を、テクニカルセラミックス関連事業

　　　本部機械工具事業部技術部に改称する。

（18）セラミック関連事業本部機械工具事業部製造部を、テクニカルセラミックス関連事業

　　　本部機械工具事業部製造部に改称する。

（19）セラミック関連事業本部応用セラミック事業部企画管理室を、テクニカルセラミックス

  　　事業本部応用セラミック事業部企画室に改称する。

（20）セラミック関連事業本部応用セラミック事業部営業部を、テクニカルセラミックス事業

　　　本部応用セラミック事業部営業部に改称する。

（21）セラミック関連事業本部応用セラミック事業部技術部を、テクニカルセラミックス事業

　　　本部応用セラミック事業部技術部に改称する。

（22）セラミック関連事業本部応用セラミック事業部産業製品部を、テクニカルセラミックス

　　　事業本部応用セラミック事業部産業製品部に改称する。

（23）セラミック関連事業本部応用セラミック事業部メディカル製品部を、テクニカル

　　　セラミックス事業本部応用セラミック事業部メディカル製品部に改称する。

（24）セラミック関連事業本部品質管理部を再編し、テクニカルセラミックス関連事業本部

　　　機械工具事業部に品質保証室を、同事業本部応用セラミック事業部に品質保証部を設置

　　　する。

２．役員 所管業務変更（４月１日付）

[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

尾堂　真一
代表取締役社長
社長執行役員
経営企画部・新規事業推進本部総括

代表取締役社長
社長執行役員
ＣＳＲ推進室・内部監査室・経営企画
部・新規事業推進本部総括

大島　崇文

取締役副社長執行役員（昇任）
社長補佐、技術開発本部・生産技術本
部・ＳＯＦＣプロジェクト・品質統括
センター総括

取締役専務執行役員
技術開発本部長、生産技術本部長、品
質統括センター担当

柴垣　信二

取締役副社長執行役員（昇任）
社長補佐、ＣＳＲ推進室・内部監査
室・広報室・経営管理本部総括、米国
ホールディング株式会社社長

取締役専務執行役員
経営管理本部長、米国ホールディング
株式会社社長

河尻　章吾
取締役専務執行役員（昇任）
自動車関連事業本部長

取締役常務執行役員
自動車関連事業本部長

中川　武司
取締役専務執行役員（昇任）
経営管理本部長、調達本部総括

取締役常務執行役員
経営管理本部副本部長、調達本部長

鈴木　淳一郎
常務執行役員
テクニカルセラミックス関連事業本部
長

常務執行役員
セラミック関連事業本部長

飯見　均
常務執行役員（昇任）
自動車関連事業本部副事業本部長 兼
プラグ事業部長、本社工場長

執行役員
自動車関連事業本部副事業本部長 兼
プラグ事業部長、本社工場長
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濱田　隆男

常務執行役員（昇任）
生産技術本部長 兼 生産技術センター
長、品質統括センター担当、小牧工場
長

執行役員
生産技術本部副本部長 兼 生産技術セ
ンター長、小牧工場長

河合　忠男
常務執行役員（昇任）
テクニカルセラミックス関連事業本部
副事業本部長 兼 半導体事業部長

執行役員
情報通信関連事業本部長 兼 企画本部
長

松成　慶一
執行役員
経営管理本部付

執行役員
経営管理本部総務部・小牧工場管理部
担当

大川　哲平
執行役員
調達本部長、経営企画部担当

執行役員
調達本部副本部長 兼 調達部長

鈴木　英光
執行役員
生産技術本部副本部長 兼 ものづくり
センター長

執行役員
自動車関連事業本部ものづくり力強化
推進室長

奥山　雅彦
執行役員（新任）
技術開発本部長 兼 研究開発センター
長

技術開発本部副本部長 兼 研究開発セ
ンター長

成田　宜隆
執行役員（新任）
経営管理本部副本部長 兼 経理部長

経営企画部長

天野　孝三
執行役員（新任）
自動車関連事業本部プラグ事業部副事
業部長 兼 企画管理部長

自動車関連事業本部プラグ事業部副事
業部長 兼 企画管理部長

石田　昇
執行役員（新任）
ＳＯＦＣプロジェクト長

新規事業推進本部部長

３．人事異動（３月２９日付）

[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

宮田　博 経営管理本部人事部部長 友進工業株式会社出向（部長待遇）

    人事異動（４月１日付）　

[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

磯部　謙二 経営企画部長 兼 広報室長 経営管理本部経理部長

前田　博之 調達本部調達部長
自動車関連事業本部センサー事業部
第２技術部長

牛田　貴久 ＳＯＦＣプロジェクト部長 新規事業推進本部部長

大井　雄二
技術開発本部研究開発センター電子技
術部長

自動車関連事業本部センサー事業部
第３技術部長

今西　明広
生産技術本部生産技術センター半導体
生産技術部長

生産技術本部生産技術センター情報通
信生産技術部長
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山田　正道
テクニカルセラミックス関連事業本部
企画部長 兼 応用セラミック事業部企
画室長

セラミック関連事業本部企画部長 兼
応用セラミック事業部企画管理室長

浅野　浩司
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部副事業部長

情報通信関連事業本部営業本部長 兼
営業企画室長

高柳　好之
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部企画室長（部長待遇）
兼 企画部部長

情報通信関連事業本部企画本部部長
兼 オーガニックＰＫＧ企画室長

中田　道利
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部協業推進室長（部長待
遇）

情報通信関連事業本部企画本部協業推
進室長（部長待遇）

森田　雅仁
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部マーケティング室長（部
長待遇）

情報通信関連事業本部企画本部マーケ
ティング室長（部長待遇）

降矢　理成
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部営業部長

情報通信関連事業本部営業本部第２営
業部長

久原　敦
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部営業部部長

情報通信関連事業本部営業本部第２営
業部部長

中島　千鶴夫
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部技術部長

情報通信関連事業本部技術本部セラ
ミック技術部長 兼 ＮＴＫセラミック
株式会社出向

松原　英志
テクニカルセラミックス関連事業本部
半導体事業部製造部長

情報通信関連事業本部オーガニックＰ
ＫＧ事業部製造部長

浦島　和浩
テクニカルセラミックス関連事業本部
機械工具事業部長（部長待遇） 兼 技
術部長

セラミック関連事業本部機械工具事業
部長（部長待遇）兼 営業部長 兼 技
術部長

森田　直年
テクニカルセラミックス関連事業本部
応用セラミック事業部長（部長待遇）
兼 営業部長

セラミック関連事業本部応用セラミッ
ク事業部長（部長待遇）兼 営業部長

鈴鹿　純一
テクニカルセラミックス関連事業本部
応用セラミック事業部副事業部長（部
長待遇）兼 メディカル製品部長

セラミック関連事業本部応用セラミッ
ク事業部副事業部長（部長待遇）兼
メディカル製品部長

杉浦　宏紀
テクニカルセラミックス関連事業本部
応用セラミック事業部技術部長

セラミック関連事業本部応用セラミッ
ク事業部技術部長

木藤　共久
テクニカルセラミックス関連事業本部
応用セラミック事業部産業製品部長

セラミック関連事業本部応用セラミッ
ク事業部産業製品部長

板井　基彦
ＮＴＫセラミック株式会社出向（部長
待遇）兼 テクニカルセラミックス関
連事業本部半導体事業部企画室部長

ＮＴＫセラミック株式会社出向（部長
待遇）兼 情報通信関連事業本部企画
本部セラミックＰＫＧ企画室長

宮田　博
日特アルファサービス株式会社出向
（部長待遇）

経営管理本部人事部部長

山崎　耕三
株式会社イースタン出向 兼 テクニカ
ルセラミックス関連事業本部半導体事
業部副事業部長

情報通信関連事業本部オーガニックＰ
ＫＧ事業部長 兼 技術本部長
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    人事異動（４月１６日付）

[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

森　康雄 経営管理本部総務部部長 自動車関連事業本部営業本部市販部長

以上

[お問合せ先]

総務部広報課　松野　力樹

電話： 052-872-5896
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