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２０２１年２月２５日 
報 道 関 係 各 位 

 
 
 

 

 

１．機構改革  

（１）パワトラビジネスの総合力強化をねらいに、チェーン事業統括、精機事業統括、パワトラ東アジア営業統

括部を統合し、パワトラ事業統括とする。 

①パワトラ事業統括に、チェーン事業部（チェーン製造事業部を改称）、モーションコントロール事業部、

パワトラ東アジア営業統括、パワトラマーケティング統括（新設）をおく。 

②パワトラマーケティング統括はグローバルマーケティング全般を担当し、GOP 推進部、チェーン商品

企画部、ＭＣ商品企画部、デジタルマーケティング部、カスタマーサクセス部をおく。 
③北米、欧州、中国、環インド洋の各営業統括（担当職）を廃止する。 

④パワトラ東アジア営業統括にパワトラ国内営業統括を新設し、インサイドセールス部、エンジニアリ

ングセールス部、国内営業部をおく。 

（２）事業範囲拡大に伴い、自動車部品事業をモビリティ事業に改称する。 

①モビリティ事業統括にモビリティビジネス推進担当をおく。 

②モビリティ事業統括に、モーションコントロール事業部の自動２輪用スタータクラッチビジネスを移

管する。 

③プロジェクトマネジメント部をグローバル生産企画部に改称し、事業統括直下におく。 

④モビリティ事業統括モビリティ事業部 

・生産統括に関西製造部を新設し、生産企画開発部を設備企画開発部に改称する。 

・エンジニアリング・マーケティング統括マーケティング部を営業部に改称する。 

（３）その他 

①マテハン事業統括マテハン事業部生産統括の製造部を製造調達部に改称する。 

②本社部門内に、新事業探索担当をおく。 

２．昇任執行役員 

新 役 職 旧 役 職 氏 名 

常務執行役員 上席執行役員 永井 康詞 

上席執行役員 執行役員 Kevin Richard Powers 

上席執行役員 執行役員 揚田 利浩 

上席執行役員 執行役員 中村 一智 

上席執行役員 執行役員 石田 裕美 

上席執行役員 執行役員 井上 幸三 
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３．新任執行役員 

新 役 職 旧 役 職 氏 名 

執行役員 理事 前田 隆雄 

執行役員 理事 藤村 昌由 

４．退任執行役員 

現 役 職 氏 名 

専務執行役員 川口 博正 

上席執行役員 山本 雅彦 

５．異 動 

【役 員】                                                                            

新 職 旧 職 氏 名 

パワトラ事業統括 パワトラ東アジア営
業統括 

パワトラ東アジア営業統括部長 
専務執行役員 
大槻 忠宏 

パワトラ事業統括 
チェーン事業統括 
兼 同事業統括 チェーン製造事業部長 

常務執行役員 
永井 康詞 

モビリティ事業統括 自動車部品事業統括  
上席執行役員 
宮地 正樹 

米州パワトラ・マテハンビジネス担当  
兼 U.S. Tsubaki Holdings,Inc. 社長 

パワトラ米州営業統括 
兼 U.S. Tsubaki Holdings,Inc. 社長 

上席執行役員 
Kevin Richard 

Powers 

パワトラ事業統括 パワトラマーケティ
ング統括  

チェーン事業統括 スプロケット製造担
当 兼 パワトラ欧州営業統括  

上席執行役員 
揚田 利浩 

椿本鏈条(上海)有限公司董事長 
パワトラ中国営業統括 
兼 椿本鏈条(上海)有限公司董事長 

上席執行役員 
中村 一智 

モビリティ事業統括 モビリティ事業部
長 兼 同事業部生産統括 兼 兵庫工場長 

自動車部品事業統括 自動車部品事業部
長 兼 同事業部生産統括 兼 兵庫工場長 

上席執行役員 
井上 幸三 

アグリ・ＰＣＳビジネス担当 
新事業開発担当 
兼 車載ビジネス開発部長 

執行役員 
熊倉   淳 

モビリティ事業統括 モビリティビジネス
推進担当 兼 同事業統括海外経営管理統
括 

自動車部品事業統括 海外経営管理統括 
執行役員 

佐藤  功 

マテハン事業統括 マテハン事業部 営業
統括 

マテハン事業統括 マテハン事業部 営業
統括 兼 同事業統括 グローバルビジネ
ス部長 

執行役員 
丹山  太 

財務・経営企画・情報システム・新事業
探索担当 

財務・経営企画担当 兼 経営企画室長 
兼 京田辺工場長 

執行役員 
明坂 泰宏 

パワトラ事業統括 チェーン事業部長 兼 
京田辺工場長 

チェーン事業統括 グローバルマーケテ
ィング部長 

執行役員 
川上  修 

パワトラ事業統括 モーションコントロ
ール事業部長 兼 長岡京工場長 

精機事業統括 モーションコントロール
事業部長代行 兼 長岡京工場長代行 

執行役員 
前田 隆雄 

パワトラ事業統括 パワトラ東アジア営
業統括 パワトラ国内営業統括 

パワトラ東アジア営業統括部 営業企画
部長 

執行役員 
藤村 昌由 
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【統括・部長】                    

  ＊（ ）は担当、代理職 

＊上位組織名称変更に伴う変更は割愛 

新  職 現  職 氏 名 

①パワトラ事業統括 

チェーン事業部 企画管理部長 （チェーン事業統括 チェーン製造事業

部 企画管理部長代理） 
西門 秀夫 

チェーン事業部 生産技術部長 （チェーン事業統括 チェーン製造事業

部 生産技術部長代理） 
山下 一行 

チェーン事業部 製品技術部長 （チェーン事業統括 チェーン製造事業

部 製品技術部長代理） 
生鷹 道雄 

モーションコントロール事業部 生産技

術部長 兼 岡山工場長代行 
精機事業統括 モーションコントロール事

業部 生産技術部長 
辻  千早 

モーションコントロール事業部 製造統

括代理 
精機事業統括 モーションコントロール事

業部 製造統括 パワトラ製造部長 
石田 哲也 

モーションコントロール事業部 製造統

括 パワトラ製造部長 
（精機事業統括 モーションコントロール

事業部 生産技術部 生産革新課長） 
中尾  剛 

パワトラ東アジア営業統括 パワトラ国

内営業統括 エンジニアリングセールス

部長 

パワトラ東アジア営業統括部 東部営業

部長 
山本 太郎 

パワトラ東アジア営業統括 パワトラ国

内営業統括 国内営業部長 

パワトラ東アジア営業統括部 モジュー

ル営業部長 
北川 康明 

パワトラマーケティング統括 ＧＯＰ推

進部長 

精機事業統括 グローバルマーケティン

グ部長 
鶴薗 隆規 

パワトラマーケティング統括 チェーン商

品企画部長 

パワトラ東アジア営業統括部 西部営業

部長 岩田 順裕 

パワトラマーケティング統括 デジタルマ

ーケティング部長 
精機事業統括 モーションコントロール

事業部 商品企画部長 
前田 英男 

②モビリティ事業統括 
モビリティ事業部 生産統括 設備企画開

発部長 

（自動車部品事業統括 自動車部品事業

部 生産統括 生産企画開発部長代理） 
黒川 善夫 

Tsubakimoto Automotive (Thailand) 

 Co., Ltd. 社長 

自動車部品事業統括 海外経営管理統括 
経営管理担当 

重松 克治 

③マテハン事業統括  
マテハン事業部 生産統括 工事メンテナンス

部長 
（マテハン事業部 生産統括 工事メンテナン

ス部長代理） 大島  浩 

マテハン事業部 生産統括 製造調達部長 マテハン事業部 生産統括 製造部長 椙田 靖稔 

マテハン事業部 営業統括 第１営業部長 （マテハン事業部 営業統括 第１営業部長代

理） 藤田 義昭 

④本社部門等 

経営企画室長 
精機事業統括 モーションコントロール事業

部 企画管理部長 西田  努 

総務部長 （総務部長代理） 角丸 真一 

 
以 上 

 

 

■報道機関からのお問合せ先  経営企画室 広報課  E-mail : pr-sec@gr.tsubakimoto.co.jp 
（TEL 06-6441-0054 FAX 06-6441-0203  〒530-0005 大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング） 

 


