
機構改革（4月1日）

【技術統括本部】

【ＩＣＴソリューション本部】

【事業所】

【エネルギー・環境ドメイン】

【交通・輸送ドメイン】

　　6.「民間機事業部」および「７８７事業部」を統合して「民間機事業部」とし、
　　　同事業部に「業務部」、「生産管理部」、「技術部」、「７８７技術部」、「工作部」
　　　および「大江西工作部」を置く。

　　7.「交通システム事業部」に「Ｏ＆Ｍ推進室」を新設する。また、同事業部の「技術部」、
　　　「車両部」および「空制装置部」を再編し、「技術部」および「製造部」とする。

　　4.「品質安全総括部」の防衛・宇宙ドメイン対応分を防衛・宇宙ドメインに移管し、
　　　同総括部を「品質保証総括部」に改称する。また、同総括部に「民間機品質保証部」
　　　および「ＭＲＪ品質保証部」を置く。

　　5.「ＭＲＪ事業部」を新設し、同事業部に「業務部」および「工作部」を置く。

　　1.「化学プラント・社会インフラ事業部」に「ＣＯ２－ＥＯＲ推進室」を新設する。

　　2.「再生エネルギー事業部」の「太陽電池部」を廃止する。

　　1.「企画管理部」を「管理部」に改称する。

　　2.ドメイン直属に「先端事業開発推進室」および「民間機経営企画室」を新設する。

　　3.「生産統括室」を廃止する。

　　3.広島製作所の「広島総務統括部」を廃止する。

　　4.神戸造船所の「近畿総務統括部」を廃止する。

　　5.名古屋航空宇宙システム製作所の「名古屋総務統括部」を廃止する。

　　6.「相模原製作所」を新設する。

　　1.各事業所の総務・人事労政機能を「総務法務部」および「人事労政部」に移管する。

　　2.長崎造船所の「長崎・下関総務統括部」を廃止する。

　　1.「品質保証部」、「システム技術開発部」、「コーポレート情報技術部」および
　　　「ソフトウェア技術部」を新設し、「ＩＣＴ推進部」を廃止する。

　　2.「原子力電気計装部」を「電気計装技術部」に改称する。

 　　　　　2015年 3月 2日発行 第 5624号　担当：松原・小野田

　　　

機構改革および人事異動

　　1.「長崎研究所」、「高砂研究所」、「広島研究所」、「横浜研究所」および
　　　「名古屋研究所」を統合し、「総合研究所」を新設する。

　　2.「研究管理部」を「総合研究所」に移管する。

　　3.「総合研究所」に「研究管理部」、「材料研究部」、「製造研究部」、「化学研究部」、
　　　「強度・構造研究部」、「振動研究部」、「機械研究部」、「流体研究部」、
　　　「燃焼研究部」、「伝熱研究部」および「電気・応用物理研究部」を置く。
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【防衛・宇宙ドメイン】

【機械・設備システムドメイン】

人事異動 

発令日：3月31日

新　職 旧　職 氏　名

ＩＣＴソリューション本部

（株）菱友システムズに転出 ＩＣＴ企画部長 川端   豪

ＩＣＴソリューション本部 

三菱重工メカトロシステムズ（株）に転出 副本部長 田中   康夫

兼 製品ソリューションセンター長

グローバル事業推進本部

（株）クリハラントに転出 グループ営業推進総括部 小田   英二

主幹部員 

兼 四国支社長

エネルギー・環境ドメイン

三菱原子燃料（株）に転出 原子力事業部 梅田   賢治

原子力技術部長

　　6.「営業総括部」の「誘導・推進営業部」を「誘導・推進事業部」に移管し、「営業部」
　　　に改称する。

　　7.「営業総括部」の「宇宙営業部」を「宇宙事業部」に移管し、「営業部」に改称する。

　　8.「営業総括部」の「特殊車両営業部」を「特殊車両事業部」に移管し、「営業部」
　　　に改称する。

　　1.「事業戦略総括部」の「相模原管理部」を廃止する。

　　9.「営業総括部」の「艦艇営業部」を「艦艇事業部」に移管し、「営業部」に改称する。

　 10.「誘導・推進事業部」の「エンジン・機器技術部」をドメイン直属の
　　　「エンジン・機器部」とする。併せて、「誘導・推進事業部」を「飛昇体事業部」
　　　に改称する。

　 11.交通・輸送ドメイン「品質安全総括部」の防衛・宇宙ドメイン所掌分を移管し、
　　　「航空機事業部」、「飛昇体事業部」および「宇宙事業部」に「品質保証部」
　　　を新設する。

　　1.「先端技術事業部」を新設し、同事業部に「先端技術部」および「事業推進部」
　　　を置く。

　　2.「統合防衛システム室」を廃止する。

　　3.ドメイン直属に「品質保証統括室」を新設する。

　　4.「営業総括部」を廃止する。

　　5.「営業総括部」の「航空機営業部」を「航空機事業部」に移管し、「営業部」
　　　に改称する。
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新　職 旧　職 氏　名

エネルギー・環境ドメイン

退職 化学プラント・社会インフラ事業部 西岡   信之

ＬＮＧプロジェクト室長

交通・輸送ドメイン

ＭＨＩ下関エンジニアリング（株）に転出 船舶・海洋事業部 湯地   俊昭

下関工作部長

防衛・宇宙ドメイン 

名古屋菱重興産（株）に転出 副ドメイン長 松本   拓朗

防衛・宇宙ドメイン

（株）菱友システムズに転出 企画管理部長 松尾   英司

防衛・宇宙ドメイン

（株）ＭＨＩロジテックに転出 営業総括部長 安部   泰二

防衛・宇宙ドメイン

（株）ＭＨＩロジテックに転出 誘導・推進事業部 出羽   徹昭

業務部長

防衛・宇宙ドメイン

中菱エンジニアリング（株）に転出 航空機事業部 田中   豊己

ヘリコプタ技術部長

防衛・宇宙ドメイン

中菱エンジニアリング（株）に転出 航空機事業部 鈴木   元広

プロダクトサポート部長

防衛・宇宙ドメイン

（株）ＭＨＩロジテックに転出 誘導・推進事業部 堀之内   孝光

副事業部長
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新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン

中菱エンジニアリング（株）に転出 誘導・推進事業部 安達   充兼

エンジン・機器技術部長

防衛・宇宙ドメイン

有人宇宙システム（株）に転出 宇宙事業部 松本   浩明

宇宙利用推進室長

防衛・宇宙ドメイン

エムエイチアイオーシャニクス（株）に転出 特殊機械部長 田中   聖

発令日：4月1日

新　職 旧　職 氏　名

グループ戦略推進室

副室長 三菱航空機（株）に転出 篠原　裕一

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 長崎研究所長 内田　澄生

副所長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 高砂研究所長 徳永　節男

副所長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 名古屋研究所　 中尾　雅弘

副所長 主幹研究員

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 研究管理部長 吉川　博文

研究管理部長
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新　職 旧　職 氏　名

技術統括本部

総合研究所 三菱日立パワーシステムズ（株） 鎌田　政智

材料研究部長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 広島研究所 川節　望

製造研究部長 材料・製造技術研究室長

エネルギー・環境ドメイン

技術統括本部 化学プラント・社会インフラ事業部

総合研究所 計画部 大空　弘幸

化学研究部長 次長 

兼 開発グループ長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 高砂研究所 金﨑　宏

強度・構造研究部長 次長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 高砂研究所 山下  勝也

振動研究部長 機械要素研究室長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 横浜研究所長 牧野  武朗

機械研究部長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 高砂研究所 伊藤　栄作

流体研究部長 次長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 長崎研究所 藤村　皓太郎

燃焼研究部長 燃焼研究室長

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 長崎研究所 深川　雅幸

伝熱研究部長 次長
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新　職 旧　職 氏　名

技術統括本部 技術統括本部

総合研究所 長崎研究所 西田　健彦

電気・応用物理研究部長 情報・システム研究室 

主席研究員

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

ＩＣＴ企画部長 ＩＣＴ企画部 古清水　厚

次長

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

品質保証部長 品質保証グループ長 松田　宏一

ＩＣＴソリューション本部 グローバル事業推進本部

業務部長 グローバルビジネスイノベーション部 尾関　敏行

次長

技術統括本部技術企画部 

ＩＣＴソリューション本部 技監・主幹部員 

システム技術開発部 兼 ＩＣＴソリューション本部 主幹技師 澤野井　明裕

技監・部長 兼 技術統括本部

　 ものづくり革新推進部 主幹部員

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

コーポレート情報技術部長 ＩＣＴ企画部 中井　浩二

次長

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

電気計装技術部長 原子力電気計装部長 安井　譲

ＩＣＴソリューション本部 関西支社 

ソフトウェア技術部長 主幹部員 小幡　高靖

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

製品ソリューションセンター長 制御工作部長 西田　昌富
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新　職 旧　職 氏　名

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

制御工作部長 制御技術部長 内田　研

ＩＣＴソリューション本部 ＩＣＴソリューション本部

制御技術部長 製品ソリューションセンター 山本　公之

主幹技師

グローバル事業推進本部

グループ営業推進総括部 三菱原子燃料（株）に転出 蓮井　靖信

主幹部員 

兼 四国支社長

三菱日立パワーシステムズ（株）

執行役員

ガスタービン技術本部長

兼 高砂工場 地域統括

兼 三菱重工業（株）

　 高砂製作所長

エネルギー・環境ドメイン

副ドメイン長 三菱日立パワーシステムズ（株） 花沢　芳之

兼 営業戦略総括部長

エネルギー・環境ドメイン

経営管理総括部 三菱日立パワーシステムズ（株） 福泉　靖史

副総括部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

経営管理総括部 経営管理総括部 保志　健

プロジェクトＩＴ部長 プロジェクトＩＴ部 

次長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

品質保証総括部 原子力事業部 斉藤　徹哉

品質マネジメント部長 品質保証部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 品質保証総括部 浅田　義浩

品質保証部長 原子力安全・品質監査部長

三菱日立パワーシステムズ（株） 竹原　勲
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新　職 旧　職 氏　名

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

品質保証総括部 品質保証総括部 九冨　康博

原子力安全・品質監査部長 原子力安全・品質監査部 

主幹技師

エネルギー・環境ドメイン

エネルギー・環境ドメイン 営業戦略総括部 

原子力事業部 副総括部長 東　光邦

副事業部長 兼 原子力事業部 

　 事業部長代理

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

営業戦略総括部 営業戦略総括部 武藤　秀一郎

副総括部長 原子力部長

兼 原子力部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

事業開発室長 事業開発室 渡部　正治

次長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 宮口　仁一

原子力技術部長 機器設計部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 三牧　英仁

機器設計部長 機器設計部 

次長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 林　宣宏

安全高度化対策推進室長 安全高度化対策推進室 

次長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 長屋　充

海外プロジェクト部長 ＡＴＭＥＡ１設計推進室長

兼 ＡＴＭＥＡ１設計推進室長

エネルギー・環境ドメイン

化学プラント・社会インフラ事業部 エネルギー・環境ドメイン

副事業部長 化学プラント・社会インフラ事業部 

兼 営業戦略総括部 副総括部長 副事業部長 

兼 化学プラント・社会インフラ事業部 兼 営業戦略総括部 副総括部長

　 ＣＯ２－ＥＯＲ事業推進室長

寺沢　賢二
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新　職 旧　職 氏　名

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

化学プラント・社会インフラ事業部 化学プラント・社会インフラ事業部 山田　祐司

ＬＮＧプロジェクト室長 ＬＮＧプロジェクト室 

主席プロジェクト統括

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

再生エネルギー事業部 再生エネルギー事業部 前川　伸

副事業部長 洋上風車部長

兼 洋上風車部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

再生エネルギー事業部 再生エネルギー事業部 三井　紀夫

副事業部長 水・エネルギー部長

兼 水・エネルギー部長

交通・輸送ドメイン Primetals Technologies Japan（株）

副ドメイン長 に転出 大森　秀樹

兼 交通・輸送調達部長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

管理部長 企画管理部長 鈴木　義貴

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

品質保証総括部長 品質安全総括部長 近藤　栄也

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

品質保証総括部 品質安全総括部 森下　伸夫

民間機品質保証部長 航空機・宇宙品質保証部 

次長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

品質保証総括部 品質安全総括部 寺境　弘之

ＭＲＪ品質保証部長 航空機・宇宙品質保証部長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

営業総括部 営業総括部 久野　哲郎

民航営業部長 民航営業部長 

兼 民間機経営企画室長 兼 民間機事業部 副事業部長
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新　職 旧　職 氏　名

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

先進事業開発推進室長 事業戦略推進室 藤田　謹也

兼 交通システム事業部 主幹技師 主幹技師 

兼 交通システム事業部 主幹技師

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

船舶・海洋事業部 船舶・海洋事業部 北村　徹

副事業部長 下関技術部長 

兼 下関造船所長 兼 下関造船所長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

船舶・海洋事業部 船舶・海洋事業部 大平　弘之

下関技術部長 下関技術部 

次長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

船舶・海洋事業部 船舶・海洋事業部 竹田　祐幸

下関工作部長 下関工作部 

次長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

交通システム事業部 交通システム事業部 安川　雅夫

副事業部長 車両部長

兼 Ｏ＆Ｍ推進室長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

交通システム事業部 交通システム事業部 日比野　陽一

副事業部長 業務部長

兼 業務部長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

交通システム事業部 交通システム事業部 岡田　徳幸

製造部長 品質保証部長

交通・輸送ドメイン

交通・輸送ドメイン 交通システム事業部

交通システム事業部 品質保証部 松田　豊

品質保証部長 次長 

兼 交通品質保証二課長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

交通システム事業部 交通システム事業部 土井　裕

技術部長 主幹技師
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新　職 旧　職 氏　名

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 ７８７事業部 吉田　秀一

業務部長 企画業務グループ長

兼 民間機経営企画室 副室長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 技術統括室 鎌田　清敏

技術部長 技術管理グループ 

主席技師

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 生産統括室 岡部　和久

生産管理部長 副室長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 ７８７事業部 田中　博幸

７８７技術部長 技術部長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 ７８７事業部 平野　祐二

大江西工作部長 大江西工作部長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

民間機事業部 ７８７事業部 種村　俊明

工作部長 主幹技師 

兼 交通・輸送調達部 主幹部員

交通・輸送ドメイン

ＭＲＪ事業部長 三菱航空機（株）に転出 岸　信夫

交通・輸送ドメイン グループ戦略推進室

ＭＲＪ事業部 戦略企画部 桝谷　啓介

業務部長 次長 

兼 事業支援グループ長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

ＭＲＪ事業部 民間機事業部 立岡   寛之

工作部長 組立工作部 

次長
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新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

副ドメイン長 特殊車両事業部長 織田　隆夫

兼 企画管理部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

特殊車両事業部長 航空機事業部 勝田　茂

副事業部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 航空機事業部 白石　仁志

副事業部長 航空機技術部長

防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 防衛・宇宙ドメイン

航空機技術部長 航空機事業部 池田　力

兼 先端技術事業部 航空機技術部 

 　先端技術部 主幹技師 主席プロジェクト統括

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 誘導・推進事業部 西ヶ谷　知栄

副事業部長 工作部長

防衛・宇宙ドメイン 交通・輸送ドメイン

航空機事業部 品質安全総括部 廣田　英光

品質保証部長 航空機・宇宙品質保証部 

次長

防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 防衛・宇宙ドメイン

営業部長 航空機事業部 河合　晃宏

兼 先端技術事業部 業務部 

　 事業推進部 主席部員 次長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 航空機事業部 片山　健

ヘリコプタ技術部長 ヘリコプタ技術部 

主席プロジェクト統括

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 航空機事業部 小菅　健男

プロダクトサポート部長 プロダクトサポート部 

次長
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新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部長 誘導・推進事業部長 櫻井　啓司

兼 名古屋誘導推進システム製作所長 兼 名古屋誘導推進システム製作所長

防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 防衛・宇宙ドメイン

副事業部長 航空機事業部

兼 営業部長 業務部長

兼 先端技術事業部 

 　事業推進部 主幹部員

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 営業総括部 中野　博司

副事業部長 航空機営業部 

兼 業務部長 次長

防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 防衛・宇宙ドメイン

副事業部長 航空機事業部 荒川　浩

兼 先端技術事業部 電子システム技術部長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

航空機事業部 誘導・推進事業部

電子システム技術部長 電子システム技術部 山田　弘之

兼 先端技術事業部 次長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主席技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 誘導・推進事業部 佐藤　裕子

業務部長 業務部 

次長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 誘導・推進事業部

飛昇体技術部長 飛昇体技術部 江口　雅之

兼 先端技術事業部 次長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主席技師

防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 防衛・宇宙ドメイン

電子システム技術部長 誘導・推進事業部 黒田　能克

兼 先端技術事業部 電子システム技術部長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主幹技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

飛昇体事業部 誘導・推進事業部 佐藤　渉

工作部長 工作部 

次長

砂田　憲司
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新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン 交通・輸送ドメイン

飛昇体事業部 品質安全総括部 平原　裕之

品質保証部長 誘導・推進品質保証部長

防衛・宇宙ドメイン

宇宙事業部 防衛・宇宙ドメイン

営業部長 営業総括部 小笠原　宏

兼 先端技術事業部 宇宙営業部長 

　 事業推進部 主幹部員 兼 宇宙事業部 副事業部長

防衛・宇宙ドメイン 交通・輸送ドメイン

宇宙事業部 品質安全総括部 水野　努

品質保証部長 誘導・推進品質保証部 

次長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

宇宙事業部 宇宙事業部 田村　篤俊

宇宙システム部長 宇宙システム技術部長

防衛・宇宙ドメイン

防衛・宇宙ドメイン 誘導・推進事業部

宇宙事業部 エンジン・機器技術部 

宇宙機器部長 次長 

兼 宇宙事業部 

　 宇宙システム技術部 主席技師

防衛・宇宙ドメイン

特殊車両事業部 防衛・宇宙ドメイン

副事業部長 営業総括部 岡崎　隆

兼 営業部長 特殊車両営業部長 

兼 先端技術事業部 兼 特殊車両事業部 副事業部長

 　事業推進部 主幹部員 　 

防衛・宇宙ドメイン

特殊車両事業部 防衛・宇宙ドメイン

技術部長 特殊車両事業部 塩野　賢二

兼 先端技術事業部 技術部長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主席技師

防衛・宇宙ドメイン

艦艇事業部 防衛・宇宙ドメイン

営業部長 営業総括部 三村　兼司

兼 先端技術事業部 艦艇営業部長 

 　事業推進部 主幹部員 兼 艦艇事業部 副事業部長

吉川　公人
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新　職 旧　職 氏　名

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

先端技術事業部長 統合防衛システム室長 大島　健二

兼 品質保証統括室長 兼 航空機事業部 技師長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

先端技術事業部 営業総括部 佐藤　正次

副事業部長 誘導・推進営業部長 

兼 事業推進部長 兼 誘導・推進事業部 副事業部長

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

先端技術事業部 統合防衛システム室 田島　稔幸

先端技術部長 主席部員

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

特殊機械部長 特殊機械部 隈部   周二

兼 先端技術事業部 次長 

　 先端技術部 主幹技師 兼 統合防衛システム室 主席技師

防衛・宇宙ドメイン 防衛・宇宙ドメイン

エンジン・機器部長 誘導・推進事業部 守田　昌史

飛昇体技術部長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

機械・設備システム調達部長 事業戦略総括部 松本　隆嗣

主幹部員

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

品質総括部長 品質総括部 桑原　正和

兼 品質マネジメント室長 品質マネジメント室長 

兼 機械品質保証部長 兼 機械品質保証部長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

品質総括部 品質総括部 上野　潤

相模原品質保証部長 相模原品質保証部 

次長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

生産総括部長 生産総括部 吉儀　有史

副総括部長
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新　職 旧　職 氏　名

北米三菱産業エンジン（株）に転出 機械・設備システムドメイン

〔社長〕 エンジン事業部 永山　哲也

営業部長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

エンジン事業部 エンジン事業部 柴﨑　亨

営業部長 営業部 

主幹部員

機械・設備システムドメイン

機械・設備システムドメイン エンジン事業部

エンジン事業部 サービス部 岡本　英男

サービス部長 次長 

兼 金沢サービスグループ長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

自動車部品事業部 自動車部品事業部 森   健児

ターボ営業部長 ターボ営業部 

次長

機械・設備システムドメイン 機械・設備システムドメイン

冷熱事業部 冷熱事業部 須藤　光敏

輸送冷凍機部長 輸送冷凍機部 

次長

以　上
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