
2022年 3月 30日 

各     位 

大阪市淀川区田川 2－1－11 

株 式 会 社 ダ イ ヘ ン                                                        

 

 

組織一部改正並びに役員等人事に関する件 

 

当社は、下記のとおり組織一部改正並びに役員等の人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．役員人事（2022年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

取締役 専務執行役員 
営業担当(電力営業) 
電力機器営業本部長 

取締役 専務執行役員 
営業担当(電力営業)  

加茂 和夫 

取締役 常務執行役員 
営業担当(産業用電力機器営業) 
ＥＭＳ事業部担当 
電力機器営業本部副本部長 

取締役 常務執行役員 
営業担当(産業用電力機器営業) 
ＥＭＳ事業部担当 
ダイヘン電機システム㈱ 社長 

木村 治久 

取締役 常務執行役員 
リスク管理･コンプライアンス･安全担当 
人事部、総務･法務部、環境マネジメントシ
ステム部担当 

取締役 常務執行役員 
リスク管理･コンプライアンス担当 
人事部、総務･法務部、環境･安全･施設管
理センター担当 

和田 信吾 

 

 

２．執行役員人事（2022年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

常務執行役員 
ダイヘン OTC機電(北京)㈲ 総経理 

 
ダイヘン OTC機電(北京)㈲ 総経理 射場 達也 

執行役員 
電力機器営業本部西日本統括 

執行役員 
電力機器関西営業部長 
電力機器中国営業部長 
電力機器九州営業部長 
中国支社長 
九州支社長 

荒井 敏行 

執行役員 
企画本部副本部長 
企画本部経理部長 

理事 
企画本部経理部長 小澤 茂夫 

退任 常務執行役員 
環境･安全･施設管理センター長 大西 康弘 

 

  



３．理事・参与の異動（2022年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

理事 

電力機器営業本部東日本統括 

理事 

ダイヘン電機システム㈱ 常務取締役 

東日本営業本部長 

上田 太朗 

理事 

配電システム事業部企画部長 

ダイヘン青森㈱ 社長 

参与 
ダイヘン青森㈱ 社長 

東海 一郎 

理事 

クリーンロボット事業部長 

クリーンロボット事業部品質管理部長 

理事 

クリーンロボット事業部長 
平原 頼夫 

理事 

DAIHEN ELECTRIC Co.,Ltd. 社長 

参与 

DAIHEN ELECTRIC Co.,Ltd. 取締役 
對馬 康人 

嘱託理事 

生産･物流本部業務改革推進部長 

生産･物流本部物流企画部長 

嘱託理事 

生産･物流本部品質管理部長 
柳 憲一郎 

参与 

企画本部情報システム部長 

参与 

生産･物流本部業務改革推進部長 

生産･物流本部物流企画部長 

今川 貴代志 

参与 

大形変圧器事業部企画部長 

参与 

配電システム事業部企画部長 
山野 貢嗣 

参与 

電力機器営業本部関西営業部長 

参与 

電力機器関西営業部長代理 
髙宗 誠二 

 

４．部長級の異動（2022年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

企画本部経理部長代理 企画本部業務監理室長 林野 智司 

生産･物流本部品質管理部長 クリーンロボット事業部品質管理部長 中埜 幸治 

充電システム事業部長 

充電システム事業部技術部長 

充電システム事業部長 

充電システム事業部品質管理部長 
鶴田 義範 

電力機器営業本部企画管理部長 大形変圧器事業部企画部長 平井 岳志 

電力機器営業本部東京営業部長 電力機器東京営業部長 牧戸 環樹 

電力機器営業本部東京営業部長代理 ダイヘン電機システム㈱首都圏営業部長 福井 勝博 

電力機器営業本部中部営業部長 

中部支社長 

電力機器中部営業部長 

中部支社長 
向井 啓行 

電力機器営業本部関西営業部長代理 
ダイヘン電機システム㈱ 取締役 

西日本営業本部長 
本郷 哲也 



溶接･接合事業部技術部長 溶接･接合事業部生産管理部長 岡本 真也 

溶接･接合事業部生産管理部長 OTC DAIHEN Asia Co.,Ltd．副社長 辻 井  元  

OTC機電(青島) ㈲ 副総経理 溶接･接合事業部技術部長 真鍋 陽彦 

生産･物流本部事務処理センター長 企画本部情報システム部長 眞鍋 弥紀 

配電システム事業部製造部長 

配電システム事業部兼平工場長 
配電システム事業部製造部長 井手上 篤 

電力機器営業本部北海道営業部長 電力機器北海道営業部長 元宗 克俊 

電力機器営業本部東北営業部長 電力機器東北営業部長代理 大江 知広 

電力機器営業本部中国営業部長 

中国支社長 
電力機器中国営業部長代理 秋山 知一 

電力機器営業本部九州営業部長 

九州支社長 
ダイヘン電機システム㈱関西営業部長 石川 哲也 

電力機器営業本部システムソリューション

部長 

ダイヘン電機システム㈱システムソリュ

ーション部長 
福田 康彦 

クリーンロボット事業部品質管理部長代理 
クリーンロボット事業部技術部アプリケ

ーション開発課長 
森本 和章 

充電システム事業部品質管理部長 充電システム事業部技術部長 横田 真郎 

環境マネジメントシステム部長 
環境・安全・施設管理センター環境マネジ

メントシステム部長 
馬 場  昭  

生産･物流本部事務処理センター副センタ

ー長 
ＥＭＳ事業部企画部長代理 田 宮  豊  

 

５．組織一部改正（2022年 4月 1日付） 

・企画本部業務監理室を廃止する。 

・環境・安全・施設管理センターを廃止する。（環境マネジメントシステム部は独立、施設管理

部および安全衛生課は総務法務部に安全・施設管理課を新設し移管） 

・生産・物流本部事務処理センターを新設する。 

・電力機器営業部とダイヘン電機システム株式会社を統合し、電力機器営業本部を新設する。企

画管理部、北海道営業部、東北営業部、東京営業部、中部営業部、関西営業部、中国営業部、

九州営業部、システムソリューション部を電力機器営業本部傘下に位置づける。 

 （4月 1日付でダイヘン電機システム株式会社は株式会社ダイヘンに吸収合併） 

 

 

 

 

 以  上  

【お問い合わせ先】 

株式会社ダイヘン 企画本部経営企画部 

TEL 06-7175-9580 FAX 06-6308-6342 


