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▽ 第一電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 第一電子生産戦略部 部長

兼 第二電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 第二電子生産戦略部 部長

( 第一電子顧客品質部 部長

兼 第一電子工場品証管理部 部長

兼 第二電子顧客品質部 部長

兼 第二電子工場品証管理部 部長)

VP

第一電子信頼性センター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 第二電子信頼性センター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

上杉　且広

▽ VP

 第一電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
(入社) 児玉　達弘

▽ VP

 サーマルシステム開発センター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
(プログラムマネジメント部 部付)

サーマルシステム戦略&プログラムマネジメントセンター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 経営企画部 部付部長
谷　将夫

▽サーマルシステム生産技術センター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
VP

サーマルシステムモノづくりセンター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
渡辺　雅広

▽ VP
クライメートシステム戦略企画センター ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 経営企画部 部付部長
長島　武史

▽ VP

排気システム中国リージョン ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 カルソニックカンセイ中国社 出向

兼 ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ（広州）社 出向

梶浦　義之

▽ジェネラルサポート部 部長
VP
グローバル組織活性化本部 副本部長

髙橋　祐平

▽財務部 部長
VP
グローバルファイナンス本部 本部付

森田　吉則

▽ VP
グローバル営業本部 本部付

第二カスタマー部 A 部長 勝目　健治

▽営業企画部 部長

VP

グローバル営業本部 本部付

兼 クレームマネジメントオフィス 部長

須田　恵美子

▽生産企画センター センター付 (グローバルMTCR推進センター センター長)
VP

MTCR戦略企画部 部長
清田　純一

▽ VP
グローバル品質本部 副本部長

(入社) 白方　健

▽グローバル品質本部 本部付
兼 グローバル品質本部 ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾁｰﾌｸｵﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ (Japan)

(グローバル品質本部 副本部長) VP 八亀　有紀弘

▽ VP

ｷｬﾋﾞﾝｲﾝﾃﾘｱ&コックピットモジュール購買部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

兼 キャビンインテリア&コックピットモジュール事業購買部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚ

ｸﾀｰ

兼 購買企画管理部 本部付部長

今成　寛

▽ VP
キャビンインテリア&コックピットモジュール 米州リージョン ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

北米カルソニックカンセイ社 出向 新部　嘉一

▽ VP 合同会社White Motion 出向 蔵本　雄一
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《グローバルダイレクター/コントローラー/部長》

キャビンインテリア&コックピットモジュール財務管理部 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
兼 グローバルファイナンス本部 本部付BU財務ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

中島　徹

(キャビンインテリア&コックピットモジュール品質保証部 主
管)

モジュール試作部 部長
兼 生産技術センター センター付部長

金氏　義徳

▽第一電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
第一電子リージョン戦略企画 (EU) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 カルソニックカンセイヨーロッパ社 出向

平山　耕太

▽第一電子リージョン戦略企画 (Americas) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ カルソニックカンセイメキシコ社 Victor Flores

▽第一電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 第二電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

第一電子リージョン戦略企画 (China) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 第二電子リージョン戦略企画 (China) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 グローバル生産本部 海外拠点生産機能長

米津　剛

▽第一電子戦略企画部 部長
兼 第二電子戦略企画部 部長
兼 経営企画部 部付部長

( 第一電子戦略企画部 主管
兼 第二電子戦略企画部 主管
兼 経営企画部 主管)

西牧　修平

▽HMI開発部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ (北米カルソニックカンセイ社 出向) 片桐　大

▽生産技術センター センター付部長 第一電子生産技術部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 荻野　武司

第一電子事業管理部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 第二電子事業管理部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 プログラムマネジメント部 部付

河野　敏朗

▽第一電子事業管理部 部付部長
兼 第二電子事業管理部 部付部長

（第一電子事業管理部 担当部長
兼 第二電子事業管理部 担当部長）

嬉野　博幸

▽第一電子顧客品質部 部長
兼 第一電子工場品証管理部 部長
兼 第二電子顧客品質部 部長
兼 第二電子工場品証管理部 部長

( 第一電子顧客品質部 担当部長
兼 第二電子顧客品質部 担当部長)

兼 グローバル品質本部 主管 岩嶋　修一

▽第二電子事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 第二電子リージョン戦略企画 (EU) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ Andrew Cooper

▽第二電子リージョン戦略企画 (Americas) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 北米カルソニックカンセイ社 Chad Rudolph

▽プログラムマネジメント部 部付 サーマルシステム戦略&プログラムマネジメント部 部長 Ashish Sadhu

(兼 カルソニックカンセイメキシコ社 出向) サーマルシステムモノづくり品質管理部 部長 安藤　雄次

▽サーマルシステム生産技術部 部長
兼 生産技術センター センター付部長

(サーマルシステム生産技術部 担当部長) 古屋　求

サーマルシステムA&Iリージョン ﾘｰｼﾞｮﾝﾘｰﾀﾞｰ
兼 カルソニックカンセイ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)社 出向

畔上　章一

▽事業管理部 担当部長 (北米カルソニックカンセイ社 出向)
クライメートシステム財務管理部 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
兼 グローバルファイナンス本部 本部付BU財務ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

照屋　典章

▽クライメートシステム先行開発部 部長 (クライメートシステム先行開発部 主管) コンプレッサー開発部 主管 飯島　博史

▽コンプレッサー開発部 部長 (コンプレッサー開発部 主管) 豊方　哲也

▽クライメートシステム品質企画&管理部 部長 (クライメートシステム品質企画&管理部 担当部長) グローバル品質本部 主管 森山　豊

▽クライメートシステム日本リージョン(東海工場) 工場長
兼 キャビンインテリア&コックピットモジュール (東海工場) 工場長
兼 排気システムアジアリージョン(東海工場) 工場長

(東海工場準備室 室長) 石橋　裕之

▽排気システム営業部 部長 ( 排気システム営業部 担当部長) 第一カスタマー部 A 製品担当部長 (排気) 下平　訓久

▽排気システム品質保証部 部長 (排気システム品質保証部 担当部長)
排気システム品質保証部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾋﾞｭｱｰ
兼 グローバル品質本部 主管

和田　政一

▽カルソニックカンセイヨーロッパ社 出向 (カルソニックカンセイルーマニア社 出向) 排気システム欧州リージョン ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 古寺　明雄

 (カルソニックカンセイヨーロッパ社 出向)
第一カスタマー部 B 部長
兼 第一電子営業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
兼 第二電子営業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

津金　圧士

▽佐野テストセンター管理部 部長 (佐野テストセンター管理部 主管) グローバルエンジニアリングセンター センター長 太田　敬士

▽グローバルエンジニアリングセンター センター付ﾃｸﾉﾛｼﾞｵﾌｨｻ
兼 第一電子事業本部 ﾃｸﾉﾛｼﾞｵﾌｨｻ

(CAE・MBE部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱ
兼 HMI開発部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱ)

国立大学法人埼玉大学 出向 新井　正敏

全社革新推進室 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 栗原　正規

▽ジェネラルサポート部 部付部長 生産企画センター センター付部長 新井　裕二

▽カルソニックカンセイ・ビジネスエキスパート株式会社 出向
兼 ジェネラルサポート部 部付部長

(入社) 塚本　秀徳

▽クライメートシステム事業購買部 部長 (クライメートシステム事業購買部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ） クライメートシステム購買部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 口分田　知彦

▽排気システム欧州リージョン 部長 カルソニックカンセイヨーロッパ社 出向 村田　徹郎

▽排気システム韓国リージョン 部長 カルソニックカンセイコリア社 出向 増谷　延久

北米カルソニックカンセイ社　出向 表　功一郎

ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ（無錫）社 出向 小泉　正彦

連絡先　グローバル人事戦略＆タレントマネジメント主管　村田　亮輔
048-662-3627
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