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２０２２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 取締役常務執行役員 

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、２０２２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、取締役の異動については、正式には２０２２年６月下旬開催予定の第１０６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（２０２２年４月１日付） 

氏 名 新役職名 旧役職名 

山﨑 学  取締役 兼 常務執行役員 

営業総括 兼 事業総括 

取締役 兼 常務執行役員 

管理総括 兼 管理本部長 

多造 藤徳  取締役 兼 執行役員 

開発総括 兼 商品開発本部長 

兼 イノベーション開発本部長 

取締役 兼 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 

二宮 桐人 取締役 

  株式会社クレオ 取締役 

取締役 兼 執行役員 

営業総括 兼 株式会社クレオ 取締役 

 

２．取締役の異動 

（１）新任取締役候補（２０２２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（２０２２年４月１日付） 

秦  芳彦 執行役員 管理総括 兼 管理本部長 

 

（２）退任予定取締役（２０２２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 

二宮 桐人 株式会社クレオ 取締役 
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３．執行役員の異動（２０２２年４月１日付） 

（１）執行役員の職務変更 

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 国内・海外グ 

ループ会社管掌 

常務執行役員 

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  

管理総括 兼 管理本部長 

執行役員 

事業総括 兼 国内グループ会社 

管掌 

藤井 泰男 執行役員  

カスタマーリレーション本部長 

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 

前川 龍男 執行役員  

パーキング事業本部長 

兼 アマノマネジメントサービス 

株式会社 社長 

執行役員格  

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。 

 

（２）新任 

氏 名 新役職名 旧役職名 

北見 智徳 執行役員  

管理部長 

理事 

管理部長 

 

（３）退任 

氏 名 退任後役職 

小針 宏之 アマノマネジメントサービス株式会社 会長 

 

 

４．部門長の人事異動（２０２２年４月１日付） 

（１）職務変更 

氏 名 新役職名 旧役職名 

大高 祥男 製造総括 細江事業所長 

堀本 信行 理事 クリーン・ロボットソリュー

ション事業部長 

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 

宮下 武 理事 ものづくり推進本部長 

兼 生産技術センター長 

理事 相模原事業所長 

菊地原秀光 理事 相模原事業所長 理事 生産センター長 兼 生産管理

センター副センター長 

矢野 昭洋 理事 細江事業所長 理事 ものづくり推進本部長 

江間 優智 理事 細江事業所 副所長 生産管理センター長 兼 生産セン

ター副センター長 

大胡 央 理事 商品開発本部 環境系技術開

発部門長 

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 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

下郡 信宏 理事 イノベーション開発本部 

第２開発センター長 兼 商品開発本

部 ソフトウエア地方開発センター

準備室長 

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 

兼 ソフトウエア品質保証部長 

野々村 茂 理事 東北・北海道営業本部長 理事 環境事業本部 副本部長 

兼 ソリューション営業部長 

坂庭 賢彦 理事 経営企画本部 業務管理セン

ター長 

経営企画本部 業務管理センター長 

安達 泰 理事 中部パーキング支店長 人事部長付 参与 

勝島 慎二郎 参与 イノベーション開発本部 

第１開発センター長 

兼 株式会社Preferred Robotics 

取締役 

理事 イノベーション開発センター 

長  

兼 株式会社Preferred Robotics 

取締役 

森 修 時間情報事業本部 業務部長 東京地域ＳＣ長 兼 東京ソリュー

ションシステムセンター長 

井澤 雅夫 セキュリティ事業部長 パーキング事業本部 事業企画推進

部 ParkingWebサポートＣ 課長 

服部 和久 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 

パーキング事業本部 副本部長 

上遠野 巌 パーキング事業本部 クラウドサー

ビス部長 

パーキング事業本部 受注物件統括

部長 

川端 武史 パーキング事業本部 ＭＳ推進部長 

兼 アマノマネジメントサービス株式

会社 営業企画本部長 

アマノマネジメントサービス株式会

社 営業企画本部長 兼 広域営業部

長 

坂本 正尚 パーキング事業本部 業務部長 パーキング事業本部 受注物件統括

部 収益管理課長 

斉藤 徹 環境事業本部 副本部長 

兼 ソリューション営業部長 

中国・四国営業本部 副本部長（環

境営業統括） 

中根 隆一 環境事業本部 受注物件統括部長 環境事業本部 受注物件統括部 汎

用管理課長 

彦坂 拓也 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 

ソリューションエンジニアリングセ

ンター長 

中野 英明 

 

クリーン・ロボットソリューション

事業部 事業企画推進部長 

クリーンシステム事業部 事業企画

推進部 参事 

石塚 豪 

 

クリーン・ロボットソリューション

事業部 ロボットソリューション推進

部長 兼 クリーンシステム営業部長 

営業企画部 部長 

熊谷 和義 

 

カスタマーリレーション本部 副本

部長 兼 ＣＥサポート部長（ＣＥ統

括） 

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） 

二見 謙一 

 

カスタマーリレーション本部 

カスタマーサポート部長 

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 

笠原 健一 施工管理部長 施工管理部 課長 

石川 忠正 相模原事業所 生産部長 生産センター 相模原部品製造部長 

岡田 孝 相模原事業所 生産管理部長 生産センター 相模原生産部長 
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氏 名 新役職名 旧役職名 

山口 健 相模原事業所 部品製造部長 相模原事業所 生産センター 相模

原生産部 小型製品組立課長 

桐山 昌浩 相模原事業所 横浜サプライ生産部

長 

相模原事業所 生産センター 横浜

サプライ生産部 課長 

浅原 将人 細江事業所 生産管理部長 細江事業所 生産管理センター 

細江生産管理部 課長 

高橋 宜信 商品開発本部 タイム系技術開発部

門長 兼 ＰＫ技術開発部長 

開発本部 事業技術開発部門 ＰＫ

技術開発部長 

新村 文則 商品開発本部 環境系技術開発部門 

環境カスタム設計部長 

開発本部 事業技術開発部門 環境

カスタム設計部長 

岡田 文昭 商品開発本部 商品開発センター長 開発本部 商品開発センター メカ

トロニクス開発部長 

松島 直樹 商品開発本部 商品開発センター 

メカトロニクス開発部長 

開発本部 商品開発センター メカ

トロニクス開発部 参事 

伊藤 和宏 ソフトウエアファクトリー長 

兼 ソフトウエア開発部長 

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長 

原  敦史 ソフトウエアファクトリー ソフト

ウエア品質保証部長 

開発本部 ソフトウエア開発セン

ター システム設計部長 

北原 照久 部長 札幌支店長 部長 神奈川業務センター長 

川口 渉 部長 仙台支店長 部長 札幌支店長 

齊藤 邦明 部長 東京営業本部ＴＩＳ営業推進

担当 兼 東京支店長 

部長 東京支店長 

坂本 浩一 部長 東京パーキング支店長 課長 東京パーキング支店長 

上野 享一 部長 柏支店長 課長 藤沢営業所長 

晝間 明弘 部長 西東京支店長 部長 新宿支店長 兼 東京公共営

業部長 

島本 昇 部長 神奈川環境支店長 部長 アマノタイム＆エコロジーメ

キシコ社 社長 

小野 賢太郎 部長 近畿営業本部ＴＩＳ営業推進

担当 兼 大阪支店長 

課長 大阪支店長 

小林 康弘 部長 近畿パーキング支店長 部長 中部パーキング支店長 

岡林 正芳 部長 中国・四国営業本部パーキン

グ営業推進担当 兼 広島パーキン

グ支店長 

部長 近畿パーキング支店長 

小川 俊也 部長 高松支店長 課長 福岡支店長 

須田 利博 部長 東京地域ＳＣ長 部長 関東システムセンター長 

大塚 智裕 部長 西東京システムセンター長 課長 西東京システムセンター長 

伊藤 隆行 部長 神奈川システムセンター長 課長 神奈川システムセンター長 

中田 憲治 部長 近畿地域ＣＥ長 課長 近畿地域ＣＥ長 

上村 幹夫 部長 近畿地域ＳＣ長 兼 近畿第

一システムセンター長 

課長 近畿地域ＳＣ長 兼 近畿第

一システムセンター長 

鈴木 昭仁 理事 アマノ武蔵電機株式会社 社長 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 

佐藤 豊 理事 アマノメンテナンスエンジニ

アリング株式会社 副社長 

理事 東北・北海道営業本部長 
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（ご参考） 

２０２２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 営業総括 兼 事業総括 

取締役 兼 執行役員 多造 藤徳 開発総括 兼 商品開発本部長 兼 イノベーション開

発本部長 

取締役 兼 執行役員 秦  芳彦 管理総括 兼 管理本部長 

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 国内・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 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 

執行役員 鍋島 正志 人事部長 

執行役員 前川 龍男 パーキング事業本部長 兼 アマノマネジメントサー

ビス株式会社 社長 

執行役員 北見 智徳 管理部長 

 

以 上 
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