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２０２１年３月２４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、２０２１年３月２４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２０２１年６月下旬開催予定の第１０５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．取締役の昇格および職務変更（２０２１年４月１日付） 

氏 名 新役職名 旧役職名 

井原 邦弘  取締役 兼 常務執行役員 

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 

経営企画本部長 兼 株式会社クレオ

取締役（社外） 

山﨑 学  取締役 兼 常務執行役員 

管理総括 兼 管理本部長 

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 

二宮 桐人  取締役 兼 執行役員 

営業総括 兼 株式会社クレオ 

取締役 

（株式会社クレオ取締役について

は2021年６月開催予定の同社定時

株主総会の決議を経て正式決定） 

取締役 兼 執行役員 

営業総括 兼 事業総括 

兼 総合戦略企画本部長 

 

２．取締役・監査役の異動 

（１）新任取締役（社外）候補（２０２１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 

渡邉 寿美恵 第一生命ホールディングス株式会社 執行役員 兼 第一生命保険株式会社 

執行役員（２０２１年３月３１日付で両社の執行役員を退任し、同年４月

１日付で第一生命チャレンジド株式会社取締役会長に就任予定） 
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（２）退任予定取締役（社外）（２０２１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 

岸  勲 取締役（社外） 

 

（３）新任監査役（社外）候補（２０２１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 

永川 尚文 学校法人富士見丘学園 理事長 

 

（４）退任予定監査役（社外）（２０２１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 

糸長 丈秀 監査役（社外） 

 

３．執行役員の異動（２０２１年４月１日付） 

（１）執行役員の昇格および職務変更 

氏 名 新役職名 旧役職名 

生駒 進 常務執行役員  

海外事業本部長 兼 海外グループ会

社管掌 

執行役員 

 海外事業本部長 兼 海外グループ会

社管掌 

秦 芳彦 執行役員 

事業総括 兼 国内グループ会社管掌 

執行役員 

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 

錦織 利行 執行役員  

中部営業本部長 

執行役員格 

 アマノビジネスソリューションズ 

株式会社 社長 

本田 英男 執行役員 

近畿営業本部長 兼 北陸営業部長 

執行役員 

近畿営業本部長 

林谷 竹弥  執行役員 総務部長 執行役員 時間情報事業本部長 

（※）執行役員格は、執行役員と同等の権限および待遇を与えるものです。 

 

（２）新任 

氏 名 新役職名 旧役職名 

藤井 泰男 執行役員  

カスタマーリレーション本部長 

兼 アマノマネジメントサービス株

式会社 副社長 

理事 

アマノマネジメントサービス株式

会社 副社長 

鍋島 正志 執行役員  

人事部長 

理事 

人事部長 

前川 龍男 執行役員格  

アマノマネジメントサービス株式

会社 社長 

理事 

アマノマネジメントサービス株式

会社 社長 

（※）執行役員格は、執行役員と同等の権限および待遇を与えるものです。 
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（３）退任 

氏 名 退任後役職 

赤木 毅 製造総括 

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 会長 

近藤 哲弘 アマノマネジメントサービス株式会社 副社長 就任予定 

大高 祥男 細江事業所長 

 

 

４．部門長の人事異動（２０２１年４月１日付） 

（１）職務変更 

氏 名 新役職名 旧役職名 

坂口賢一郎 理事  総合戦略企画本部長 理事 神奈川・静岡営業本部長 

山田 和人 理事 時間情報事業本部長 

兼 ソリューション営業部長 

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 

堀本 信行 理事 クリーンシステム事業部長 

兼 ソリューション営業部長 

理事 カスタマーリレーション事業

本部長 

野々村 茂 理事 環境事業本部 副本部長 兼 

ソリューション営業部長 

理事 中部営業本部長 

太田 一久 理事 環境事業本部 エンジニアリ

ング部長（環境エンジニア統括） 

環境事業本部 エンジニアリング部

長 兼 エリアプロジェクト推進部長 

菊地原秀光 理事 生産センター長 兼 副生産

管理センター長 

理事 相模原事業所 生産センター

長 兼 相模原生産部長 

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 生産センター 細

江部品製造部長 

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 

大胡 央 理事 開発本部 商品開発センター

長 兼 事業技術開発部門長 

理事 開発本部 商品開発センター

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 兼 ソフトウエア品質保証部長 

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 

西原 浩人 参与 パーキング事業本部  

ソリューション営業部長 

参与 時間情報事業本部 ソリュー

ション営業部 パッケージクラウド

営業部長 

池田 順一 参与 経営企画本部 連結経営管理

室長 

理事 経営企画本部 連結経営管理

室長 

若松 光弘 神奈川・静岡営業本部長 近畿パーキング支店長 

林 真広 信越営業部長 大阪支店長 

斉藤 徹 中国・四国営業本部 副本部長（環

境営業統括） 

広島環境支店長 

仁杉 元昭 総合戦略企画本部 新規事業開発部

長 

開発本部 イノベーション開発セン

ター イノベーション会議担当部長 

奥井 宏平 総合戦略企画本部 広報部長 総合戦略企画本部 広告宣伝部長 

村岸 正俊 時間情報事業本部 事業企画推進部

長 

時間情報事業本部 事業推進企画部 

課長 

牧 敬太郎 時間情報事業本部 サポート部長

（ＳＥ統括） 

時間情報事業本部 システムサポー

ト室長 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

曽我 仁彦 時間情報事業本部 時間管理機器事

業部長 

時間情報事業本部 カスタマーサ

ポート室長 

戸田 隆弘 パーキング事業本部 事業企画推進

部長 

パーキング事業本部 事業企画推進

部 製品企画部長 

菅沼 弘 パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部長（ＰＫエンジニア統括） 

パーキング事業本部 エンジニアリ

ング部長 

小林 勝 

 

クリーンシステム事業部 サポート

部長 

カスタマーリレーション事業本部 

事業推進部長 兼 クリーン・電解

水サポート部長 

熊谷 和義 

 

カスタマーリレーション本部 カス

タマーエンジニア統括部長（ＣＥ統

括） 

カスタマーリレーション事業本部 

タイムサポート部長 兼 パーキン

グサポート部長 

二見 謙一 

 

カスタマーリレーション本部 

フィールド品質サポート部長 

カスタマーリレーション事業本部 

市場品質管理部長 

江間 優智 生産管理センター長 兼 副生産セ

ンター長 

細江事業所 生産センター長 

岡田 孝 生産センター 相模原生産部長 相模原事業所 生産センター 相模

原生産管理部長 

石川 忠正 生産センター 相模原部品製造部長 相模原事業所 生産センター 相模

原部品製造部 課長 

 

相原 清司 生産管理センター 相模原生産管理

部長 

相模原事業所 生産センター 相模

原生産管理部 相模原商品管理課長 

高橋 秀一 ものづくり推進本部 生産技術セン

ター 相模原生産技術部長 

ものづくり推進本部  生産技術セ

ンター 相模原生産技術部 課長 

乗冨 憲 ものづくり推進本部 生産技術セン

ター 細江生産技術部長 

ものづくり推進本部 ものづくり推

進部長 

北林 功一 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 

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 部長 

兼 ＥＳソリューション開発課長 

下郡祐美子 開発本部 イノベーション開発セン

ター ロボットソリューション開発

部長 

開発本部 事業技術開発部門 

クリーン技術開発部長 

菅原 昇 開発本部 イノベーション開発セン

ター アグリ事業準備室長 

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 

坂井 敏也 開発本部 技術管理部長 兼 設計

品質対策担当部長 

開発本部 技術管理部長 

佐藤 哲也 開発本部 事業技術開発部門 環境

系技術開発部長 

開発本部 事業技術開発部門 環境

技術開発部長 

新村 文則 開発本部 事業技術開発部門 環境

カスタム設計部長 

開発本部  事業技術開発部門 環

境カスタム設計部 課長 

藤田 大輔 開発本部 商品開発センター エレ

クトロニクス開発部長 

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 

伊藤 和宏 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長 

開発本部 設計品質保証部門 ソフ

トウエア品質保証部長 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

宗國 真治 管理本部 法務コンプライアンス部

長 

管理本部 法務コンプライアンス室 

参事 

坂庭 賢彦 経営企画本部 業務管理センター長 経営企画本部 業務管理室長 

上出 朝子 経営企画本部 経営企画室長 経営企画本部 経営企画室 参事 

斉藤 明男 内部監査部長 北陸営業部長 

佐藤 稔 理事 アマノビジネスソリューショ

ンズ株式会社 社長 

経営企画本部 経営企画室長 

山岸 裕明 理事 アマノ武蔵電機株式会社 社

長 

部長 アマノ武蔵電機株式会社 社

長 

河原 慶久 理事 アマノシンシナティ社 社長 部長 アマノシンシナティ社 社長 

室井 清孝 理事 安満能国際貿易（上海）有限

公司 社長 

部長 安満能国際貿易（上海）有限

公司 社長 

佐藤 大祐 ＰＴ．アマノインドネシア社 社長 海外事業本部 海外営業課 参事 
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（ご参考） 

２０２１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 常務執行役員 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 常務執行役員 山﨑 学 管理総括 兼 管理本部長 

取締役 兼 執行役員 二宮 桐人 営業総括 兼 株式会社クレオ取締役 

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） 川島 清嘉  

取締役（社外取締役） 大森 通伸  

取締役（社外取締役） 渡邉 寿美恵  

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） 中家 華江  

監査役（社外監査役） 永川 尚文  

   

常務執行役員 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 秦  芳彦 事業総括 兼 国内グループ会社管掌 

執行役員 小針 宏之 パーキング事業本部長 

執行役員 錦織 利行 中部営業本部長 

執行役員 本田 英男 近畿営業本部長 兼 北陸営業部長 

執行役員 秋山 浩二 資材本部長 

執行役員 林谷 竹弥 総務部長 

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 

執行役員 藤井 泰男 カスタマーリレーション本部長 兼 アマノマネジメ

ントサービス株式会社 副社長 

執行役員 鍋島 正志 人事部長 

 

 

以 上 


		2021-03-24T15:00:04+0900
	e-timing EVIDENCE 3161
	AMANO Time Stamp Service




