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2018年3月22日 

日本ガイシ株式会社 
 

組織変更・人事異動 
 

 日本ガイシ株式会社（社長：大島卓、本社：名古屋市）は組織を一部変更し、執行役員と各部長

の人事を下記の通りとします。 

 

 発令日は、組織変更と人事異動は 2018年4月1日、グループ会社役員人事は 2018年の定時株主

総会または 4月1日以降開催の臨時株主総会における承認日です。 

 

1．組織変更 

＜研究開発本部＞ 

・オールセラミックス電池の開発促進のためACBプロジェクトを新設する。 
 
＜製造技術本部＞ 

・施設建設と製造拠点の生産性をグローバルにマネジメントするため、グローバルエンジニアリング

センターを新設し、傘下に製造支援センターと工務センターを置く。    

・施設統括部エネルギーセンターを工務センターに統合する。 
 
＜電力事業本部＞ 

・ガイシ、NAS電池、新製品のグローバルな販売戦略の立案と横断的な人材投入を可能にするため、

営業統括部を新設する。 

・営業企画部と NAS 電池の営業を統合したエナジーデバイス営業部を新設し、営業統括部の傘下に

営業部、海外営業部、エナジーデバイス営業部を置く。    

・機器配電部をガイシ事業部に編入し機器部に改称する。 
 
＜セラミックス事業本部＞ 

・海外営業部を解消し、営業機能を営業部に集約する。 

・サプライチェーン管理機能を強化するため、営業統括部にSCM部を新設する。 

・産業プロセス事業部を新設されるプロセステクノロジー事業本部へ編入する。 
 
＜エレクトロニクス事業本部＞ 

・紫外 LED 用マイクロレンズ、窒化ガリウム（GaN）ウエハー、チップ型セラミックス二次電池の事業

進展と早期収益貢献のため、本部直轄の新製品推進プロジェクトを発足する。 

・HPC事業部を新設されるプロセステクノロジー事業本部へ編入する。 
 
＜プロセステクノロジー事業本部＞ 

・半導体製造プロセス向けに高付加価値の製品群を持つHPC事業と、セラミック技術を核に広い事業

領域に多種多様な事業を展開している産業プロセス事業を束ねることで、両事業のさらなる多角化

と成長を推進するためプロセステクノロジー事業本部を新設する。 
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2．執行役員人事 

新職（旧職） 継続職 氏名 

経営企画室・新事業企画室・秘書室・コーポ

レートコミュニケーション部・人事部・総務部所

管、グループ会社統括、大阪支社長（セラミッ

クス事業本部長、名古屋事業所長） 

取締役専務執行役員 蟹江  浩嗣 

プロセステクノロジー事業本部長（経営企画

室・新事業企画室・秘書室・コーポレートコミュ

ニケーション部・人事部所管、グループ会社統

括） 

取締役専務執行役員 岩崎  良平 

（電力事業本部長、小牧事業所長） 取締役専務執行役員 齋藤  英明 

（総務部所管、大阪支社長） 

取締役常務執行役員、業務監査

部・グループコンプライアンス部・

法務部・知的財産部所管、ＣＳＲ委

員長、内部統制委員長 

佐治  信光 

プロセステクノロジー事業本部副本部長（エレ

クトロニクス事業本部副本部長） 
常務執行役員、知多事業所長 手嶌  孝弥 

セラミックス事業本部長、名古屋事業所長（セ

ラミックス事業本部営業統括部長、同本部営業

統括部海外営業部長） 

常務執行役員 松田    敦 

エレクトロニクス事業本部 本部長補佐＜技

術・新製品推進プロジェクト担当＞（製造技術

本部製造技術統括部長） 

執行役員 辻   裕之 

電力事業本部長、小牧事業所長（電力事業本

部副本部長、同本部ガイシ事業部長） 
執行役員 小林    茂 

プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事

業部長（セラミックス事業本部産業プロセス事

業部長） 

執行役員 井上  昌信 

セラミックス事業本部営業統括部長 
執行役員、ＮＧＫヨーロッパ（ドイ

ツ）取締役社長 
加藤  宏治 

＜6月下旬予定＞ 

退任（取締役専務執行役員）  齋藤  英明 

 

3．執行役員以外の主要人事 

新職（旧職） 継続職 氏名 

＜本社部門＞   

安全衛生統括部長（安全衛生統括部）  石川 淳一 

経営企画室専門部長（経営企画室）  八木 尚也 

新事業企画室長 研究開発本部基盤技術研究所長 川崎 真司 

新事業企画室長代理（新事業企画室専門部長）  山田   孝 

法務部専門部長（法務部）  松下 芳樹 

資材部専門部長（資材部）  長崎 宏治 
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新職（旧職） 継続職 氏名 

＜研究開発本部＞   

機能材料プロジェクトリーダー代理（機能材料

プロジェクト） 
 小林 伸行 

ACBプロジェクトリーダー（基盤技術研究所）  勝田 祐司  

基盤技術研究所長代理（基盤技術研究所専門

部長） 
 森本 健司 

次世代技術戦略室長（ウエハープロジェクト）  滑川 政彦 

＜製造技術本部＞   

製造技術統括部長（施設統括部長 兼 施設統

括部工務センター長） 
 宮嶋   敦 

製造技術統括部試作センター長（セラミックス

事業本部製造統括部生産技術部） 
 吉田 信也 

製造技術統括部試作センター専門部長（製造

技術統括部試作センター長） 
 今枝美能留 

施設統括部長（施設統括部設計2部長代理）  則竹 基生 

施設統括部設計2部長（施設統括部設計2部）  高橋 満雄 

施設統括部生産システム部長（施設統括部設

計2部長） 
 竹中 貴彦 

グローバルエンジニアリングセンター長（安全

衛生統括部長） 
 中村 雅宏 

グローバルエンジニアリングセンター製造支

援センター長（施設統括部生産システム部長） 
 榎島   徹 

グローバルエンジニアリングセンター工務セン

ター長（施設統括部エネルギーセンター長） 
 波多野三夫 

＜電力事業本部＞   

営業統括部長（ガイシ事業部長代理）  武田 龍悟 

営業統括部営業部長（営業部長代理）  佐藤 欣治 

営業統括部エナジーデバイス営業部長（営業

部） 
 川上   進 

営業統括部エナジーデバイス営業部専門部長

（営業企画部長） 
 尾久信太郎 

ガイシ事業部長（営業部長）  多田 和史 

ガイシ事業部専門部長（ガイシ事業部製造部

長） 
 佐藤   立 

ガイシ事業部機器部長（機器配電部）  中井 崇夫 

＜セラミックス事業本部＞   

品質保証部長（品質保証部）  菊地   徹 

営業統括部長代理 営業統括部営業部長 小林 宏司 

営業統括部営業部長代理 
NGK オートモーティブセラミックス

コリア代表理事 
古川 大裕 

営業統括部SCM部長（企画部）  小出 大志 

センサ事業部管理部長（センサ事業部製造部）  伊藤 武志 
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新職（旧職） 継続職 氏名 

＜エレクトロニクス事業本部＞   

新製品推進プロジェクトリーダー（研究開発本

部次世代技術戦略室長） 
 大和田 巌 

新製品推進プロジェクト専門部長（製造技術本

部製造技術統括部製造技術2部長代理） 
 北村 和正 

＜プロセステクノロジー事業本部＞   

企画部長（セラミックス事業本部産業プロセス

事業部管理部長） 
 内田 武志 

品質保証部長（エレクトロニクス事業本部 HPC

事業部開発部長） 
 鶴田  英芳 

HPC 事業部管理部長（製造技術本部製造技術

統括部専門部長） 
 庄村 光広 

HPC 事業部製造部長代理 兼 HPC 事業部製

造部知多工場長（エレクトロニクス事業本部

HPC事業部製造部専門部長） 

 山田 智史 

HPC 事業部開発部長（エレクトロニクス事業本

部HPC事業部開発部） 
 今井 康喜 

産業プロセス事業部管理部長（財務部専門部

長） 
 佐竹 弘光 

産業プロセス事業部機材部長 産業プロセス事業部技術部長 大畑 仁志 

産業プロセス事業部機材部専門部長（セラミッ

クス事業本部産業プロセス事業部機材部長） 
 小谷 和司 

 

４．グループ会社役員人事 

新職（旧職） 氏名 

＜国内＞  

エナジーサポート常務取締役（電力事業本部機器配電部長） 濱野 欽也 

NGKセラミックデバイス取締役副社長（人事部専門部長） 古田 博文 

NGKエレクトロデバイス取締役副社長（新事業企画室長） 清水 秀樹 

＜海外＞  

NGK ロック取締役社長（NGK ロック取締役会長、NGK カナダ取締役社長） ※継続

職：NGKロックポリマーインシュレーターズ取締役社長 
夏目    靖 

NGK（中国）投資副総経理（エレクトロニクス事業本部金属事業部営業部） 真鍋健一朗 

NGKセラミックスメキシコ取締役社長（セラミックス事業本部企画部専門部長） 杉木   彰 

NGK蘇州環保陶瓷副総経理（NGKセラミックスインドネシア取締役） 浅井 裕次 

NGK テクノロジーズ インディア取締役社長（セラミックス事業本部営業統括部営業

部） 
島田 史彦 

 


