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２０２２年３月２日 
報 道 関 係 各 位 

 
 
 
 
 
 
 

１．機構改革   

（１）パワトラ事業統括  

パワトラ事業統括の①パワトラマーケティング統括、②パワトラ営業統括（パワトラ東アジア営業

統括を改称）、③チェーン事業部、④モーションコントロール事業部において、以下の組織改編によ

り機能強化を図る。 

①パワトラマーケティング統括 

・同統括をパワトラ戦略室、デジタル戦略部、パワトラ商品企画部、未来型商品開発部、インサ

イドセールス部、カスタマーサポート部に改編する。 

②パワトラ営業統括 

・同統括を新ビジネス開発統括（新設）と国内営業統括に改編する。 

・新ビジネス開発統括に、新ビジネス開発部と直線作動ビジネス開発部を新設する。 

・国内営業統括をプロサービス部、エンジニアリングセールス部、チャネルパートナー営業部に

改編する。 

③チェーン事業部 

・モノづくり改革部を新設する。 

④モーションコントロール事業部 

・調達部を新設する。 

・技術統括を新設し、同統括に生産技術部、直線作動技術部、トルク伝達技術部を置く。 

・製造統括のクラッチ・機器製造部を岡山製造部に、パワトラ製造部を長岡京製造部に改称する。 

 

（２）モビリティ事業統括  

・モビリティ事業部内をタイミングシステム統括（内燃機関系）、ｅモビリティ統括（新規ビジネ

ス）の 2統括に改編する。 

・ｅモビリティ統括に技術開発部、マーケティング部を置く。 

 

（３）マテハン事業統括  

・マテハン事業部技術・開発統括の情報技術部と制御技術部を統合し、制御・情報技術部とする。 

 ・技術・開発統括に再生医療プロジェクトを、生産統括にメンテ改革プロジェクトを新設する。 

 

（４）その他本社部門 

・技術・研究開発部門を研究開発センターに改称し、先端技術部、基盤技術部に改編する。 

・モニタリングビジネス部をＤＸビジネス部に改称する。 

・新事業開発室を新設する。 
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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 中村  一智 

上席執行役員 執行役員 佐藤   功 

上席執行役員 執行役員 西井  久雄 

 

３．新任執行役員 

新 役 職 旧 役 職 氏 名 

執行役員 （理事） 中久保 克也 

 

４．退任執行役員 

現 役 職 氏 名 

専務執行役員 大槻  忠宏 

 

５．異  動 

【役 員】                                    下線部は変更箇所                                                       

新 職 旧 職 氏 名 

パワトラ事業統括 パワトラマーケティング
統括 

パワトラ事業統括 パワトラマーケティング
統括 兼 同統括 ＧＯＰ推進部長 

上席執行役員 
揚田 利浩 

モビリティ事業統括 モビリティ事業部長 
兼 兵庫工場長 

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 

上席執行役員 
井上 幸三 

研究開発センター長 兼 ＤＸビジネス担当 技術・研究開発担当 
上席執行役員  
西井 久雄 

品質・安全衛生・サステナビリティ担当
兼 品質管理部長 兼 埼玉工場長 

品質・環境・安全衛生担当 兼 品質管理
部長 兼 埼玉工場長 

執行役員 
垪和 伸光 

パワトラ事業統括 パワトラ営業統括 兼
同営業統括 新ビジネス開発統括 兼 同統
括 新ビジネス開発部長 

マテハン事業統括 マテハン事業部 営業
統括  

執行役員 
丹山  太 

財務・経営企画・情報システム・新事業
開発担当 

財務・経営企画・情報システム・新事業
探索担当 

執行役員 
明坂 泰宏 

パワトラ事業統括 モーションコントロール
事業部長 兼 同事業部 技術統括 兼 長岡
京工場長 兼 岡山工場長 

パワトラ事業統括 モーションコントロール
事業部長 兼 同事業部 生産技術部長 兼 
長岡京工場長 兼 岡山工場長 

執行役員 
前田 隆雄 

パワトラ事業統括 パワトラ営業統括 国内
営業統括 

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 

執行役員 
藤村 昌由 

モビリティ事業統括 モビリティ事業部 

タイミングシステム統括 兼 同統括 技術

部長 

モビリティ事業統括 モビリティ事業部 

エンジニアリング・マーケティング統括 兼 

同統括 ＣＳ技術部長 

執行役員 
中久保 克也 
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【統括・部長】                            

下線部は変更箇所、( )は担当・代理職 

新  職 旧  職 氏 名 

①パワトラ事業統括 パワトラマーケティング統括 

パワトラ戦略室長 (新市場開拓担当) 牧野 武彦 

デジタル戦略部長 デジタルマーケティング部長 前田 英男 

パワトラ商品企画部長 チェーン商品企画部長 岩田 順裕 

②パワトラ事業統括 パワトラ営業統括 

国内営業統括 プロサービス部長 
(パワトラマーケティング統括 カスタマ

ーサクセス部長代理) 
大塚 瑞穂 

国内営業統括 チャネルパートナー営業部長 
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 
北川 康明 

③パワトラ事業統括 チェーン事業部 

モノづくり改革部長 生産管理部長 廣瀬 弘和 

生産管理部長 品質保証部長 長岡 達彦 

製造技術部長 (製造技術部長代理) 木原 正揮 

④パワトラ事業統括 モーションコントロール事業部 

技術統括 生産技術部長 チェーン事業部 生産技術部長 山下 一行 

技術統括 直線作動技術部長 
(技術部 スマートモーションユニット

開発課長) 
江間 良和 

製造統括 岡山製造部長 (製造統括 クラッチ・機器製造部長代理) 田中 正人 

製造統括 長岡京製造部長 製造統括 パワトラ製造部長 中尾  剛 

⑤モビリティ事業統括 モビリティ事業部 

ｅモビリティ統括 
(モビリティ事業統括 モビリティビジネス

企画担当) 
佐伯 充史 

タイミングシステム統括 製造部長 (生産統括 製造部長代理) 山下 和宏 

タイミングシステム統括 量産技術部長 (生産統括 量産技術部長代理) 髙岸 義秋 

⑥マテハン事業統括 マテハン事業部 

技術・開発統括 技術・開発統括代理 村田 貴志 

営業統括代理 営業統括 第３営業部長 宇佐美 卓 
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技術・開発統括 開発部長 (技術・開発統括 開発部長代理) 吉田 雅彦 

技術・開発統括 制御・情報技術部長 技術・開発統括 情報技術部長 工藤 弘之 

⑦その他本社部門 

ＤＸビジネス部長 モニタリングビジネス部長 田邊  充 

研究開発センター 先端技術部長 技術開発部長 家田 芳彦 

研究開発センター 基盤技術部長 (研究開発部副部長) 永安 哲也 

ＰＣＳビジネス部長 (ＰＣＳビジネス部長代理) 園田 勝敏 

情報システム部長 (情報システム部長代理) 小原 光史 

新事業開発室長 (新事業探索担当) 茂木 一宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●本件についてのお問合せ先 

 

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） 
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