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２０２０年３月２５日 

各  位 

 

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 津 田 博 之 

 （コード番号 ６４３６ 東証第一部） 

問 合 せ 先 取締役執行役員 

経営企画本部長 井 原 邦 弘 

 （TEL：０４５－４３９－１５９１） 

 

 

役員人事および人事異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、２０２０年３月２５日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事および部門長の 

人事異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役および監査役の異動については、正式には２０２０年６月下旬開催予定の第１０４回

定時株主総会およびその後の取締役会において決定される予定です。 

 

記 

 

 

１．取締役の職務変更（２０２０年４月１日付） 

氏 名 新役職名 旧役職名 

赤木 毅  取締役 兼 常務執行役員 

製造総括 

取締役 兼 常務執行役員 

開発総括 兼 製造総括 

山﨑 学  取締役 兼 執行役員 

管理総括 兼 管理本部長 兼 

国内グループ会社管掌 

取締役 兼 執行役員 

国内グループ会社管掌 

笹谷 康博  取締役 

 

取締役 兼 常務執行役員 

営業総括 兼 事業総括 

 

２．取締役・監査役の異動 

（１）新任取締役候補（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て正式決定） 

氏 名 現職（２０２０年４月１日付） 

二宮 桐人 執行役員 営業総括 兼 事業総括 兼 総合戦略企画本部長 

多造 藤徳 執行役員 開発総括 兼 開発本部長 兼 国内・海外グループ会社開発総括 
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（２）退任予定取締役（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会をもって退任） 

氏 名 退任後役職 

赤木 毅 常務執行役員 製造総括 

笹谷 康博 常勤監査役 

（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て正式決定） 

 

（３）新任監査役候補（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て正式決定） 

氏 名 現職（２０２０年４月１日付） 

森田 正彦 執行役員 

笹谷 康博 取締役 

 

（４）退任予定監査役（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会をもって退任） 

氏 名 現職 

上野 亨 常勤監査役 

野川 文吾 常勤監査役 

 

３．執行役員の異動（２０２０年４月１日付） 

（１）職務変更 

氏 名 新役職名 旧役職名 

二宮 桐人 執行役員 営業総括 兼 事業総括 

兼 総合戦略企画本部長 

執行役員 時間情報事業本部長 

 

多造 藤徳 執行役員 開発総括 兼 開発本部長 

兼 国内・海外グループ会社開発総括 

執行役員 開発本部長 兼 アマノＵＳ

Ａホールディングス社 技術担当 

森田 正彦  執行役員 執行役員 内部監査部長 

 

（２）新任 

氏 名 新役職名 旧役職名 

本田 英男 執行役員  

近畿営業本部長 

理事 

中国・四国営業本部長 

秋山 浩二 執行役員  

資材本部長 

理事 

資材本部長 兼 横浜資材部長 

林谷 竹弥 執行役員  

時間情報事業本部長 

理事 

総合戦略企画本部長 

高橋 隆俊 執行役員  

情報システム部長 

理事 

経営企画本部 情報システム部長 

石川 哲司 執行役員  

東京営業本部長 

理事 

東京営業本部長 

 

（３）退任 

氏 名 退任後役職 

白石 弘 株式会社アマノエージェンシー 会長 就任予定 

新保 龍雄 アマノメンテナンスエンジニアリング株式会社 会長 就任予定 

中黒 淳 株式会社アマノエージェンシー 社長 就任予定 

笠井 隆 株式会社環境衛生研究所 社長 
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４．部門長の人事異動（２０２０年４月１日付） 

（１）職務変更 

氏 名 新役職名 旧役職名 

中丸 幸夫 理事 中国・四国営業本部長 パーキング事業本部 副本部長 兼 

ソリューション営業部長 

山田 和人 理事 時間情報事業本部 副本部長 

兼 ソリューション営業部長 

時間情報事業本部 副本部長 兼 ソ

リューション営業二部長 

岩田 栄二 理事 環境事業本部長 九州営業本部長 

松井 哲也 理事 環境事業本部 副本部長 兼

事業企画推進部長 兼 ソリュー

ション営業部長 

環境事業本部 事業企画推進部長 

宮下 武 

 

理事 相模原事業所長 相模原事業所 副所長 兼 生産技

術部長 兼 ものづくりイノベー

ション推進本部 先進技術推進部長 

菊地原秀光 理事 相模原事業所 生産センター

長 兼 相模原生産部長 

相模原事業所 生産部長 

矢野 昭洋 理事 ものづくり推進本部長 ものづくりイノベーション推進本部

長 兼 ものづくり推進部長 

鈴木 昭仁 理事 ものづくり推進本部 生産技

術センター長 兼 細江生産技術部長 

理事 細江事業所 生産部長 

宮本 武峰 理事 ものづくり推進本部 品質管

理センター長 

相模原事業所 品質管理部長 

勝島慎二郎 理事 開発本部 イノベーション開

発センター長 兼 イノベーション

開発部長 

理事 開発本部 イノベーション開

発センター イノベーション開発部

長 

大胡 央 理事 開発本部 商品開発センター

長 

理事 環境事業本部 技術部長 

下郡 信宏 理事 開発本部 ソフトウエア開発

センター長 兼 設計品質保証部門

長 

理事 開発本部 ソフトウェア開発

センター長 

北見 智徳 理事 管理部長 理事 管理本部 管理部長 

池田 順一 理事 経営企画本部 連結経営管理

室長 

経営企画本部 連結経営管理室長 

西原 浩人 参与 時間情報事業本部 パッケー

ジクラウド営業部長 

理事 関東営業本部長 

二見 肇 関東営業本部長 東京環境支店長 

西田 佳朋 九州営業本部長 福岡支店長 

橋本 浩栄 総合戦略企画本部 営業企画部長 総合戦略企画本部 営業企画部 課

長 

峯 啓人 総合戦略企画本部 インサイドセー

ルス部長 

総合戦略企画本部 営業プロセス改

革推進部長 

大島 英一 時間情報事業本部 時間管理機器事

業部長 兼 アライアンス推進部長 

時間情報事業本部 時間管理機器事

業部長 

西杉 行治 時間情報事業本部 セキュリティ営

業部長 

時間情報事業本部 ソリューション

営業一部 セキュリティ事業課 部

長 

高橋 朋幸 時間情報事業本部 ＺｅｅＭ営業部

長 

時間情報事業本部 ソリューション

営業二部 ＺｅｅＭ推進課長 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

服部 和久 パーキング事業本部 副本部長 兼

事業企画推進部長 兼 イノベー

ション営業部長 

東京パーキング支店長 

上遠野 巌 パーキング事業本部 受注物件統括

部長 

パーキング事業本部 事業企画推進

部長 兼 システム部長 

菅沼 弘 パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部長 

パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部 近畿ＰＫエンジニアリング

センター長 

田丸 信也 パーキング事業本部 事業企画推進

部 業務部長 

パーキング事業本部 受注物件統括

部 受注管理部長 

戸田 隆弘 パーキング事業本部 事業企画推進

部 製品企画部長 

パーキング事業本部 システム部 

ソリューション開発部長 

渡邉 哲也 パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部 西日本エリア担当部長 

パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部長 

荒井 哲 

 

クリーンシステム事業部 事業企画

推進部長 

クリーンシステム事業部 広域営業

部長 

小林 勝 

 

カスタマーリレーション事業本部 

事業推進部長 

カスタマーリレーション事業本部 

クリーン電解水サポート部長 

岡田 孝 相模原事業所 相模原生産管理部長 相模原事業所 横浜サプライ商品部

長 

江間 優智 細江事業所 生産センター長 相模原事業所 生産管理部 兼 も

のづくりイノベーション推進本部 

ものづくり推進部長 

工藤 陽 ものづくり推進本部 品質管理セン

ター 細江品質管理部長 

細江事業所 品質管理部長 

乗冨 憲 ものづくり推進本部 ものづくり推

進部長 

ものづくりイノベーション推進本部 

ものづくり推進部 相模原推進室 

課長 

井上 孝行 資材本部 横浜資材部長 資材本部 横浜資材部 資材二課長 

兼 グループ資材課長 

前島 智 資材本部 細江資材部長 細江事業所 生産技術部長 兼 も

のづくりイノベーション推進本部 

先進技術推進部長 

仁杉 元昭 開発本部 イノベーション開発セン

ター イノベーション会議担当部長 

クリーンシステム事業部 事業企画

推進部長 

菅原 昇 開発本部 イノベーション開発セン

ター 新規事業企画室長 

開発本部 イノベーション開発セン

ター イノベーション開発部 新規

事業企画室長 

瀬田 祥靖 開発本部 事業技術開発部門 グ

ローバル技術開発部長 

開発本部 イノベーション開発セン

ター グローバル開発推進部 課長 

藤田 大輔 開発本部 事業技術開発部門 タイ

ム技術開発部長 兼 商品開発セン

ター エレクトロニクス開発部長 

開発本部 タイム開発部長 

佐藤 哲也 開発本部 事業技術開発部門 環境

技術開発部長 

開発本部 環境系開発部長 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

下郡祐美子 開発本部 事業技術開発部門 

クリーン技術開発部長 

開発本部 イノベーション開発セン

ター イノベーション開発部 Robot

ソリューション開発課 部長 

高橋 宜信 開発本部 事業技術開発部門 パー

キング技術開発部長 

開発本部 パーキング製品開発部 

課長 

岡田 文昭 開発本部 商品開発センター メカ

トロニクス開発部長 

相模原事業所 パーキング個別設計

部長 

高橋 正昭 開発本部 商品開発センター 

ファームウエア開発部長 

開発本部 パーキング製品開発部 

製品開発課 参事 

原 敦史 開発本部 ソフトウエア開発セン

ター システム設計部長 

開発本部 ソフトウエア開発セン

ター ソフトウエア開発部 カスタ

マイズ開発課長 

佐々木宏之 開発本部 設計品質保証部門 パー

キングシステム品質保証部長 

開発本部 パーキングシステム検証

部長 

伊藤 和宏 開発本部 設計品質保証部門 ソフ

トウエア品質保証部長 

開発本部 ソフトウェア開発セン

ター プロジェクト品質管理部長 

兼 ソフトウエア生産革新部長 

安藤 瑞孝 内部監査部長 兼 内部監査室長 内部監査部 内部監査室長 

本間 鉄也 アマノベトナム社 社長 アマノ上海社 副社長 
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（ご参考） 

２０２０年６月下旬株主総会以降の役員体制 

役 位 氏 名 役職・担当 

代表取締役 会長 中島 泉  

代表取締役 社長 津田 博之  

取締役 兼 執行役員 井原 邦弘 経営企画本部長 兼 株式会社クレオ取締役（社外） 

取締役 兼 執行役員 山﨑 学 管理総括 兼 管理本部長 兼 国内グループ会社管掌 

取締役 兼 執行役員 二宮 桐人 営業総括 兼 事業総括 兼 総合戦略企画本部長 

取締役 兼 執行役員 多造 藤徳 開発総括 兼 開発本部長 兼 国内・海外グループ会

社開発総括 

取締役（社外取締役） 岸  勲  

取締役（社外取締役） 川島 清嘉  

取締役（社外取締役） 大森 通伸  

常勤監査役 森田 正彦  

常勤監査役 笹谷 康博  

監査役（社外監査役） 糸長 丈秀  

監査役（社外監査役） 中家 華江  

   

常務執行役員 赤木 毅  製造総括 

常務執行役員 米澤 実 アマノＵＳＡホールディングス社 社長 兼 アマノ

マクギャン社 社長 

執行役員 生駒 進 海外事業本部長 兼 海外グループ会社管掌 

執行役員 田  明眞 アマノコーリア社 社長 

執行役員 近藤 哲弘 クリーンシステム事業部長 

執行役員 大高 祥男 細江事業所長 

執行役員 秦  芳彦 アマノＵＳＡホールディングス社 副社長 兼 アマノ

マクギャン社 副社長 

執行役員 小針 宏之 パーキング事業本部長 

執行役員 本田 英男 近畿営業本部長 

執行役員 秋山 浩二 資材本部長 

執行役員 林谷 竹弥 時間情報事業本部長 

執行役員 高橋 隆俊 情報システム部長 

執行役員 石川 哲司 東京営業本部長 

 

 

以 上 
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