
2021年 2月 24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（2021年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

代表取締役会長 代表取締役社長 田尻 哲也 

代表取締役社長 

取締役 常務執行役員 
技術開発本部長 
営業担当(プラズマシステム･クリーン 
ロボット･ワイヤレス給電システム) 
ダイヘンテック㈱ 社長(非常勤) 

蓑毛 正一郎 

取締役 専務執行役員 
営業担当(溶接･接合、ＦＡロボット) 
㈱ダイヘンテクノサポート 社長 

取締役 常務執行役員 
営業担当(溶接機･ＦＡロボット) 
㈱ダイヘンテクノサポート 社長 

森本 慶樹 

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

取締役 常務執行役員 
営業担当(産業用電力機器) 
 
 

木村 治久 

取締役 
取締役 副社長執行役員 
社長補佐 
本社担当 

越野 滋多 

 

 

 

  



２．執行役員人事（2021年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

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

常務執行役員 
配電システム事業部長 

和田 信吾 

常務執行役員 
ＦＡロボット事業部長 
ダイヘンテック㈱ 社長(非常勤) 

常務執行役員 
ＦＡロボット事業部長 

金子 健太郎 

常務執行役員 
技術開発本部長 
技術開発本部接合技術開発部長 

執行役員 
溶接機事業部長 上山 智之 

常務執行役員 
プラズマシステム事業部長 

執行役員 
プラズマシステム事業部長 大市 啓晶 

執行役員 
溶接･接合事業部長 

執行役員 
技術開発本部企画部長 
ワイヤレス給電システム部長 

田中 良平 

執行役員 
配電システム事業部長 

執行役員 
中国電機製造㈱ 代表取締役専務 栗山 忠士 

執行役員 
技術開発本部副本部長 
技術開発本部企画部長 
充電システム事業部担当 

執行役員 
技術開発本部通信･制御技術開発部担当 
技術開発本部知的財産部長 井村 英樹 

執行役員 
OTC DAIHEN EUROPE GmbH 社長 

理事 
OTC DAIHEN EUROPE GmbH 副社長 ﾉﾍﾞﾙﾄ･ 

ｸﾗｲﾈﾝﾄﾞﾝｸ 

執行役員 
産業電機事業部長 

理事 
ダイヘン産業機器㈱ 社長 近藤 一喜 

フェロー 
技術開発本部プラズマ応用技術開発部 
担当 

フェロー 
技術開発本部副本部長 吉迫 裕司 

退任 
ダイヘン健康保険組合 常務理事 
ダイヘン企業年金基金 理事長 

執行役員 
産業電機事業部長 船田 宏平 

 
退任 

フェロー 
技術開発本部副本部長 大田 龍夫 

 

  



３．役員人事（2021年 6月 25日付） 

新 旧（4月 1日時点） 氏  名 

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

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

和田 信吾 

取締役 （桜美林大学 副学長・教授） 馬越 恵美子 

取締役 （大阪大学 教授） 藤原 康文 

退任 取締役 越野 滋多 

退任 取締役 三條 楠夫 

 

 

４．組織一部改正（2021年 4月 1日付） 

・企画本部にＥＳＧ室を新設する。 

・経理部業務監理室を企画本部の直下の組織と位置づける。 

・技術開発本部に接合技術開発部、インバータ技術開発部を新設する。 

・技術開発本部ロボット技術開発部は機能をＦＡロボット事業部技術部に移管し、廃止する。 

・技術開発本部充電技術開発部とワイヤレス給電システム部を統合し、充電システム事業部を 

新設する。 

・技術開発本部ＥＭＳ開発部とエネルギーソリューション部、産業電機事業部ＰＣＳ技術部を 

統合し、ＥＭＳ事業部を新設する。 

・産業電機事業部変圧器技術部の名称を産業電機事業部技術部に改称する。 

・溶接機事業部の名称を溶接･接合事業部に改称する。 

・ＦＡロボット事業部の技術営業部、ハンドリングロボット開発部を技術部に統合する。 

・プラズマシステム事業部の高周波電源技術部構造設計課を構造設計部に昇格する。 

 

 

５．理事・参与の異動（2021年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

理事 

中国電機製造㈱ 顧問 

理事 

電力機器東京営業部長 
三宅 修治 

理事 

ダイヘン産業機器㈱ 社長 

理事 

プラズマシステム事業部副事業部長 
プラズマシステム事業部企画部長 

石井  晶 

理事 

ダイヘンスタッド㈱ 社長 

理事 

溶接機事業部企画部長 
奥村 尚也 

理事 

四変テック㈱ 総合企画室長 

理事 

総務･法務部長 
西川 英輝 



理事 

DAIHEN,Inc. 社長 

理事 

ＦＡロボット事業部企画部長 
神品 泰宏 

理事 

ダイヘン電機システム㈱東日本営業本部長 

参与 

エネルギーソリューション部長 
上田 太朗 

理事 

技術開発本部インバータ技術開発部長 

参与 

ダイヘンスタッド㈱ 社長 
山口 耕作 

理事 

㈱ダイヘンテクノサポート 専務取締役 

溶接･接合ＳＥ本部長 

参与 

㈱ダイヘンテクノサポート 専務取締役 

溶接機ＳＥ本部長 

東野 明俊 

理事 

㈱ダイヘンテクノサポート 常務取締役 

ＦＡロボットＳＥ本部長 

参与 

㈱ダイヘンテクノサポート 常務取締役 

ＦＡロボットＳＥ本部長 

有岡 直剛 

理事 

プラズマシステム事業部研究開発部長 

参与 

プラズマシステム事業部研究開発部長 
福本 佳樹 

理事 
DAIHEN VARSTROJ welding cutting and 
robotics d.d. 社長 

参与 
DAIHEN VARSTROJ welding cutting and 
robotics d.d. 社長 

ﾏﾃｨｱｽ･ﾌﾞﾇｯｸ 

理事 

プラズマシステム事業部営業部長 

参与 

プラズマシステム事業部営業部長 
井口 雅勝 

嘱託理事 

生産･物流本部品質管理部長 

理事 

産業電機事業部企画部長 
柳 憲一郎 

参与 

ダイヘンヒューズ㈱ 社長 

ダイヘン青森㈱ 社長 

参与 

四変テック㈱ 取締役 

 

東海 一郎 

参与 

溶接･接合事業部研究開発部長 

参与 

溶接機事業部研究開発部長 
惠良 哲生 

参与 

ＦＡロボット事業部企画部長 

参与 

ＦＡロボット事業部技術営業部長 
中岡 将晃 

参与 

㈱ダイヘンテクノサポート 

ＦＡロボットＳＥ本部副本部長 

ＦＡロボットＳＥ本部東日本ＳＥ部長 

参与 

㈱ダイヘンテクノサポート 

ＦＡロボットＳＥ本部東日本ＳＥ部長 

 

武ノ内 正行 

参与 

電力機器関西営業部長代理 

参与 

ダイヘン電機システム㈱ 社長 
髙宗 誠二 

参与 

溶接･接合事業部企画部長 

溶接･接合事業部海外部長 

参与 

OTC DAIHEN EUROPE GmbH 社長 

 

髙橋 憲人 

参与 

ＥＭＳ事業部長 

参与 

技術開発本部ＥＭＳ開発部長 
朋部 将之 

参与 

プラズマシステム事業部営業部長代理 

 

プラズマシステム事業部営業部長代理 
井藤 恒生 

参与 

DAIHEN ELECTRIC Co.,Ltd. 営業部長 

 

DAIHEN ELECTRIC Co.,Ltd. 営業部長 
金刺 茂州 



参与 

㈱ダイヘンテクノサポート 

ＦＡロボットＳＥ本部関東ＳＥ部長 

 

㈱ダイヘンテクノサポート 

ＦＡロボットＳＥ本部関東ＳＥ部長 

中野 義治 

参与 

総務･法務部長 

 

企画本部情報システム部長 
髙野 哲也 

参与 

秘書部長 

 

秘書部長 
宇都宮 隆 

参与 

大形変圧器事業部技術部長 

 

大形変圧器事業部技術部長 
津村 英和 

参与 

配電システム事業部技術部長 

 

配電システム事業部技術部長 
中川 大輔 

嘱託参与 

監査部長 

参与 

監査部長 
大川 英行 

 

６．部長職以上の異動（2021年 4月 1日付） 

新 旧 氏  名 

企画本部情報システム部長 
企画本部情報システム部 

システム開発課長 
眞鍋 弥紀 

企画本部ＥＳＧ室長 ダイヘン健康保険組合 常務理事 川島 麻里江 

企画本部業務監理室長 企画本部経理部業務監理室長 林野 智司 

技術開発本部知的財産部長 技術開発本部知的財産部特許課長 中津川 勇二 

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 
技術開発本部充電技術開発部長 鶴田 義範 

充電システム事業部企画部長 

充電システム事業部営業部長 
ワイヤレス給電システム部営業課長 菅根 正之 

充電システム事業部技術部長 ワイヤレス給電システム部技術課長 横田 真郎 

ＥＭＳ事業部企画部長 

ダイヘン電機システム㈱ 取締役 
ダイヘン電機システム㈱ 取締役 阪下 秀爾 

ＥＭＳ事業部技術部長 産業電機事業部ＰＣＳ技術部長 岡本 吉久 

ＥＭＳ事業部開発部長 技術開発本部ＥＭＳ開発部課長 大堀 彰大 

ＥＭＳ事業部ＳＥ部長 
エネルギーソリューション部 

受変電システム課長 
松永 耕治 

ＥＭＳ事業部品質管理部長 
エネルギーソリューション部 

品質管理課長 
岡田 泰伸 

大形変圧器事業部製造部長 大形変圧器事業部製造部課長 小豆 浩二 



産業電機事業部企画部長 

産業電機事業部ＩＨ機器部長 
産業電機事業部ＩＨ機器部長 梅村 健作 

産業電機事業部技術部長 産業電機事業部変圧器技術部長 眞鍋 哲也 

電力機器東京営業部長 電力機器東京営業部課長 牧戸 環樹 

中部支社長 

電力機器中部営業部長 
電力機器関西営業部長代理 向井 啓行 

溶接･接合事業部技術部長 溶接機事業部技術部長 真鍋 陽彦 

溶接･接合事業部トーチ技術部長 溶接機事業部トーチ技術部長 前田 朊彦 

溶接･接合事業部生産管理部長 溶接機事業部生産管理部長 岡本 真也 

溶接･接合事業部品質管理部長 溶接機事業部品質管理部長 水取 裕康 

プラズマシステム事業部企画部長 

プラズマシステム事業部生産管理部長 
プラズマシステム事業部生産管理部長 伊藤 宏行 

プラズマシステム事業部構造設計部長 
プラズマシステム事業部 

高周波電源技術部構造設計課長 
金子 英司 

クリーンロボット事業部品質管理部長 
クリーンロボット事業部 

品質管理部長代理 
中埜 幸治 

ダイヘン電機システム㈱西日本営業本部長 
中部支社長 

電力機器中部営業部長 
本郷 哲也 

㈱ダイヘンテクノサポート 

溶接･接合ＳＥ本部副本部長 

溶接･接合ＳＥ本部関西ＳＥ部長 

㈱ダイヘンテクノサポート 

溶接機ＳＥ本部関西ＳＥ部長 
猪原 浩生 

㈱ダイヘンテクノサポート 

溶接･接合ＳＥ本部先端溶接･接合ＳＥ部長 
溶接機事業部海外部長 山崎 尚史 

OTC DAIHEN EUROPE GmbH 副社長 OTC機電(上海)㈲ 取締役 西野 晋司 

OTC機電(上海)㈲ 取締役 
ＦＡロボット事業部 

ハンドリングロボット開発部長 
水浦 重人 

 

 

 

 

 

 

 

 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 


