
2021年2月8日

各　位

日本特殊陶業株式会社

組織変更ならびに人事異動について

　日本特殊陶業株式会社（社長：川合尊、本社：名古屋市瑞穂区）は、次の通り組織変更および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（2021年4月1日付）

2020年12月21日付で公表したとおり、従来の事業部制を廃止し、事業部門・事業サポート部門・コーポレート部門の

各組織において、責任と権限を明確にし、機動的な意思決定の実現と収益性の可視化によるさらなる成長を推進すべく、

4月1日付で社内カンパニー制への移行と一部事業部門の分社化を行います。

詳細は、以下をご参照ください。

2020年12月21発表資料：グループ内組織改革及び会社分割に関するお知らせ

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06537/a013f48d/333a/4aa1/ad20/ccd06f7965f7/140120201221437165.pdf

4月1日以降の新組織
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2．人事異動（２０２１年４月１日付）

[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

小林　英司
グローバルグループガバナンス本部長兼経営監査室
長

経営監査室長

加藤　久人 秘書室長 インドネシアNGKスパークプラグ株式会社社長

木村　和之 DX推進室長 経営戦略本部DX推進部

増田　浩盟 経営戦略室長 経営戦略本部経営企画部長

蒲原　知之 ビジネスマネジメント室長 研究開発本部知的財産部

石田　有都己 財務戦略室長 経営管理本部経理部長

北河　広視 サステナビリティ推進室長 経営戦略本部経営企画部

平野　なつき 戦略人事室長 経営戦略本部戦略人事部

田中　達也 FP&Aカンパニー 経理部長 NTKコーポレーションアジア株式会社

洞地　真治 ビジネスサポートカンパニー 総務部長 経営管理本部総務部長

増田　務 ビジネスサポートカンパニー 環境安全部長 経営管理本部環境安全部長

中島　浩貴 ビジネスサポートカンパニー 知的財産部長 研究開発本部知的財産部長

渥美　尚勝 ビジネスサポートカンパニー 品質統括部長 センサ事業部品質保証部長

石田　誠治 HRコミュニケーションカンパニー 人事部長 経営管理本部労務部長

下郷　徹馬
HRコミュニケーションカンパニー C・コミュニケー
ション部長

経営戦略本部広報部長

神野　真寿 ITシステムカンパニー 情報システム部長 経営管理本部情報システム部長

佐之井　久樹 事業化推進本部副本部長 経営戦略本部経営企画部

板井　基彦 事業化推進本部PKGソリューション部長 センサ事業部長兼戦略企画部長
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[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

堀田　諭史 事業化推進本部インプラント部長 メディカル事業部事業戦略部長兼インプラント部長

大塚　淳 研究開発本部研究部長 研究開発本部副本部長兼プロセス研究部長

Dirk Schapeler Business Creationカンパニー長 イノベーション推進本部長

稲垣　浩
Business Creationカンパニー 副カンパニー長兼ビ
ジネス開発本部長

イノベーション推進本部副本部長

伊藤　慎悟
Business Creationカンパニー ビジネス開発本部副
本部長

イノベーション推進本部次世代ビジネス推進部長

平野　芳樹
Business Creationカンパニー ビジネスデザイン本
部長

イノベーション推進本部戦略マーケティング部長

木全　崇博
Business Creationカンパニー ビジネスデザイン本
部副本部長兼ベンチャー投資部長兼ビジネス戦略部
長

イノベーション推進本部戦略マーケティング部

稲熊　雄二 Business Creationカンパニー 企画運営部長 イノベーション推進本部企画管理部長

中川　將生 燃料電池室長 企画統括本部燃料電池事業室長

太田　信久
SCM Solutions & Servicesカンパニー副カンパニー
長

SCM本部長兼SCM戦略部長

堀部　泰晴 SCM Solutions & Servicesカンパニー 戦略企画部長 SCM本部ロジスティクス部長兼SCM戦略部副部長

二ノ宮　康弘
SCM Solutions & Servicesカンパニー ロジスティク
ス部長

機械工具事業部企画部長

野本　健太郎 Global Procurementカンパニー 企画部長 調達本部企画部長

鈴木　智子 Global Procurementカンパニー 調達部長 英国NGKスパークプラグ株式会社社長

稲石　正志 生産技術カンパニー 企画管理部長
ファシリティエンジニアリング本部グローバル設備
管理部長

霜出　誠 生産技術カンパニー 生技開発部長 製品技術本部第１生産技術開発部長

江本　竜二 生産技術カンパニー 生技統括部長 ファシリティエンジニアリング本部

江沼　政博 生産技術カンパニー 第１生技部長
ファシリティエンジニアリング本部第１生産技術部
長

安井　基晴 生産技術カンパニー 第２生技部長
ファシリティエンジニアリング本部第２生産技術部
副部長
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[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

住　昌秀 生産技術カンパニー 設備保全部長 ファシリティエンジニアリング本部工機部長

岡本　雅人 モビリティビジネスカンパニー 事業管理部長 自動車営業本部企画管理部長

市原　亮太
モビリティビジネスカンパニー 戦略マーケティング
部長

アフターマーケット事業部企画マーケティング室長

長野　繁 モビリティビジネスカンパニー 直販統括部長 自動車営業本部国内市販部長

小寺　守 モビリティビジネスカンパニー 営業技術部長 調達本部取引先開発室長

茅野　順 モビリティビジネスカンパニー 市販統括部長 アフターマーケット事業部長兼営業統括部長

小山　晃章 モビリティビジネスカンパニー 国内販売部長 自動車営業本部東京営業部長

大井　三徳 モビリティビジネスカンパニー 戦略調達部長 アフターマーケット事業部戦略調達部長

鈴木　彰 IGNITEカンパニー 戦略企画部長 プラグ事業部戦略企画部長

松原　桂 IGNITEカンパニー 技術本部長 プラグ事業部副事業部長兼技術本部長

都原　宗 IGNITEカンパニー 技術本部開発設計部長 プラグ事業部技術本部開発設計部長

柴田　良信 IGNITEカンパニー 技術本部生産設計部長 プラグ事業部技術本部生産設計部長

田中　敦史 IGNITEカンパニー 品質保証部長 プラグ事業部品質保証部長

鈴木　知治 IGNITEカンパニー 関連製品部長 プラグ事業部関連製品部長

本田　稔貴 IGNITEカンパニー 事業管理部長 プラグ事業部製造本部企画管理部長

那須　弘哲 IGNITEカンパニー 企画管理部長 プラグ事業部製造本部企画管理部

後藤　太郎 Sensor Beyondカンパニー 戦略企画部長 ベトナムNGKスパークプラグ有限会社社長

寺本　諭司 Sensor Beyondカンパニー 開発設計１部長 センサ事業部開発設計１部長

塩谷　宏治 Sensor Beyondカンパニー 開発設計２部長 センサ事業部開発設計２部長

半沢　剛 Sensor Beyondカンパニー 開発設計３部長 センサ事業部開発設計３部長
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[　氏　名　]　　 [　新　職　] [　旧　職　]

前田　高志 Sensor Beyondカンパニー 事業管理部長 センサ事業部戦略企画部

福寄　洋光 Sensor Beyondカンパニー 品質保証部長 センサ事業部品質保証部副部長

森　英樹
アドバンストセラミックカンパニー 企画部長兼営業
部長

調達本部調達部長

村上　勝久 アドバンストセラミックカンパニー 技術部長 産業用セラミック事業部長

大場　高志 アドバンストセラミックカンパニー 品質保証部長 産業用セラミック事業部圧電製品部長

杉浦　哲弥 マシニングテクノロジーカンパニー副カンパニー長 米国特殊陶業株式会社

牧野　圭祐 マシニングテクノロジーカンパニー 企画部長 インド特殊陶業株式会社社長

原　宏明 マシニングテクノロジーカンパニー 営業部長 機械工具事業部営業部長

波多野　祐規 マシニングテクノロジーカンパニー 技術部長 機械工具事業部技術部長

松谷　渉 マシニングテクノロジーカンパニー 品質管理室長 機械工具事業部品質管理室長

岩田　和也 株式会社日特スパークテックWKS社長 プラグ事業部長

後藤　達郎 日和機器株式会社社長 品質統括本部長兼TQM推進部長

山田　裕一 セラミックセンサ株式会社社長
CS中津川株式会社社長兼センサ事業部生産性管理部
長

小出　実 NTKカッティングツールズ株式会社社長 機械工具事業部製造部長

宮嶋　一元 NTKメディカル株式会社社長 メディカル事業部ヘルスケア部長

青木　淳 インドネシアNGKスパークプラグ株式会社社長 自動車営業本部直販部長

無笹　守 インド特殊陶業株式会社社長 センサ事業部製造部
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