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組織変更および人事異動のお知らせ
平成 27 年 4 月 1 日付で次のとお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｡
記
１．組織変更の基本方針
（１）特装事業部の市場対応力の強化
特装事業部の生産効率を向上させ、市場の要求に即した営業を推進し、需要の変動に柔軟に対応する。
（２）製品品質の向上
品質向上のため関係部門・プロジェクトを強化・推進し、ブランド力の向上およびストックビジネスを強化する。
（３）海外展開の確実な推進
タイ工場の確実な立上げと早期安定稼動を推進し、他の海外工場の収益力向上を図る。
（４）技術力の強化
市場に対して技術優位を確立していくために、技術者の育成・ローテーションを進め体制の強化を図る。
２．主な人事異動
新
取締役 常務執行役員
特装事業部長 兼
極東特装車貿易（上海）有限公司董事長
兼 極東開発（昆山）機械有限公司董事長

取締役 常務執行役員
特装事業部 生産本部長 兼
特装事業部 生産本部 三木工場長 兼
技術本部関与
株式会社エフ・イ・イ 代表取締役社長

執行役員
特装事業部 サービス本部長
執行役員
管理本部 副本部長 兼
管理本部 総務人事部長 兼 CSR 室関与

旧
取締役 常務執行役員
特装事業部長 兼
特装事業部 生産本部長 兼
極東特装車貿易（上海）有限公司董事長
兼 極東開発（昆山）機械有限公司董事長
取締役 常務執行役員
技術本部長 兼
技術本部 技術管理部長 兼
ＣＳＲ室担当、 品質保証部担当
執行役員
特装事業部 生産本部 副本部長 兼
極東開発（昆山）機械有限公司総経理
執行役員
特装事業部 営業本部長 兼
特装事業部 サービス本部長
執行役員
管理本部 副本部長 兼
管理本部 総務人事部長
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氏名

杉本 治己

米田 卓

中西 利寿

加藤 定宣

櫻井 晃

新

旧

氏名

執行役員
特装事業部 営業本部長
執行役員
技術本部長 兼
技術本部 技術管理部長 兼
技術本部 開発部長 兼 品質保証部担当
特装事業部 営業本部 副本部長 兼
特装事業部 営業本部 関西支店長

執行役員
特装事業部 生産本部 三木工場長
執行役員
技術本部 副本部長 兼
技術本部 開発部長
特装事業部 営業本部 首都圏支店長
兼 特装事業部 営業本部 関西支店長

藤波 充生

特装事業部 営業本部 首都圏支店長

特装事業部 営業本部 北関東支店長

山本 浩

特装事業部 営業本部 北関東支店長

特装事業部 営業本部 首都圏支店
東京営業所長

宮野 圭司

極東開発（昆山）機械有限公司総経理

特装事業部 生産本部 名古屋工場次長
兼 名古屋工場 パワーゲートセンター長

野村 達也

特装事業部 生産本部 福岡工場次長

特装事業部 生産本部 横浜工場次長
兼 横浜工場 技術部長

池垣 晴仁

特装事業部 生産本部 横浜工場
技術部長

技術本部 開発部 課長

千々岩 伸佐久

特装事業部 生産本部 名古屋工場
パワーゲートセンター長

栗山 裕章

布原 達也

特装事業部 サービス本部
パーツセンター長

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE
VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED
瀬戸 正義
取締役 （インド現地法人）
特装事業部 サービス本部
瀬尾 憲司
西部ロードサービス部長

特装事業部 サービス本部
ロードサービス部長

特装事業部 サービス本部
東部ロードサービス部長

末吉 俊一

環境事業部 営業本部 サービス部長

環境事業部 営業本部 サービス部
次長

山岡 哲也

３．関連会社の主な組織変更および人事異動
日本トレクス株式会社
（１） 主な組織変更
営業本部・生産本部・技術本部・管理本部の４本部体制とすることで、組織連携強化と役割を明確化する。
（２） 役員の異動
新

代表取締役社長 最高執行責任者
取締役 常務執行役員
生産本部 技術本部 特命担当

旧
代表取締役社長 最高執行責任者
営業本部長
取締役 常務執行役員
生産本部長
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氏名

西川 柳一郎
前田 泰孝

新
取締役 常務執行役員
管理本部長 兼 管理本部 総務部長
取締役 常務執行役員
営業本部長
取締役 常務執行役員
技術本部長 兼 技術本部 開発部長

取締役 常務執行役員
生産本部長 兼 生産本部 製造部長 兼
生産本部 調達部長
取締役 執行役員
管理本部 副本部長 兼
管理本部 経営企画部長 兼 監査室長
執行役員
生産本部 副本部長 兼
生産本部 サービス部長
執行役員
営業本部 副本部長
執行役員
技術本部 副本部長 兼
技術本部 設計部長

旧
取締役 常務執行役員
営業本部 副本部長
取締役 常務執行役員
営業本部 副本部長
取締役 執行役員
生産本部 副本部長 兼
生産本部 開発部長
取締役 執行役員
生産本部 副本部長 兼
生産本部 調達部長
取締役 執行役員
経営企画部長 兼 総務部長 兼
監査室長
執行役員
生産本部 サービス部長

氏名

杉村 勝美
及川 秀樹
酒井 方喜

細窪 秀和

原田 一彦

木下 彰二

執行役員
営業本部 営業推進部長

中島 光彦

生産本部 設計部長

中川 友市

以 上
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