
 

 

 

  
平成 31年 1月 25日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社三井ハイテック 

代表者名 代表取締役社長   三井 康誠 

（コード番号 6966 東証第 1部・福証） 

問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之 

（ＴＥＬ 093－614－1111） 

 

 

組織改正、取締役の委嘱変更および人事異動のお知らせ 

 

 

当社は、平成 31年 1月 25日開催の取締役会において、下記のとおり組織改正、取締役の

委嘱変更および人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1． 組織改正（平成 31年 2月 1日付） 

＜経営統轄本部＞ 

 ・経営統轄本部を新設する。  

・管理統轄部を新設する。 

・経営企画部に経営戦略部を新設する。 

・管理統轄部にＩＴ改革推進部を新設する。 

・経営企画部の事業企画部を事業管理部に名称変更する。 

・管理統轄部の資材部にグローバル事業推進部の資材部を統合し、資材調達部に名称変更 

する。 

 

＜管理本部＞ 

・健康相談室を総務管理部に移管する。 

 

＜金型事業本部＞ 

・金型第三製造部を新設する。 

・金型技術推進部を金型生産技術部に名称変更する。 

・金型生産技術部を金型技術推進部に名称変更する。 

 

＜リードフレーム事業本部＞ 

・グローバル事業推進部をリードフレーム事業企画部に名称変更する。 

・第三営業部を第三営業部と第四営業部に分割する。 

・第四営業部を第五営業部に名称変更する。 

・第五営業部を第六営業部に名称変更する。 



 

 ＜モーターコア事業本部＞ 

・電機事業部に第三製造部を新設する。 

・モーターコア技術統轄部に装置企画技術部を新設する。 

 

 ＜品質保証本部＞ 

 ・品質保証本部を新設する。 

 

2. 取締役の委嘱変更（平成 31年 2月 1日付） 

氏 名 変更後 変更前 

白川 裕之 取締役 管理本部長 
取締役 管理本部長 

（兼）健康相談室長 

草野 敏昭 取締役 品質保証本部長 取締役 リードフレーム事業本部長 

 

3．人事異動（平成 31年 2月 1日付） 

氏 名 変更後 変更前 

吉田 和史 
執行役員 経営統轄本部長 

（兼）経営企画部長 
執行役員 経営企画部長 

清原 健二 
執行役員 管理本部 総務管理部長 

（兼）健康相談室長 
執行役員 管理本部 総務管理部長 

舟越 知巳 執行役員 リードフレーム事業本部長 

執行役員 リードフレーム事業本部 

スタンピング事業部長 

（兼）黍田事業所長 

吉田 眞一 

執行役員 リードフレーム事業本部 

スタンピング事業部長 

（兼）黍田事業所長 

三井シンガポール社長 

石橋 貴弘 

執行役員 リードフレーム事業本部 

エッチング事業部長 

（兼）直方事業所長 

リードフレーム事業本部 

エッチング事業部 設計部長 

土井 研 経営統轄本部 管理統轄部長 経営企画部 

本田 真二 
リードフレーム事業本部 

リードフレーム事業企画部長 

リードフレーム事業本部 

グローバル事業推進部長 

久壽米木 和宏 三井シンガポール社長 

リードフレーム事業本部  

エッチング事業部  

品質管理部 第二品質管理グループ長 



 

竹井 雅彦 

三井ヨーロッパ社長 

（兼）モーターコア事業本部 

モーターコア事業企画部 

欧州プロジェクト部長 

モーターコア事業本部 

モーターコア事業企画部 

欧州プロジェクト部長 

古川 裕之 
経営統轄本部 

経営企画部 経営戦略部長 

経営企画部 

事業企画部 事業企画グループ長 

末次 宏 
経営統轄本部 

経営企画部 事業管理部長 
経営企画部 事業企画部長 

中村 康博 
経営統轄本部 

管理統轄部 ＩＴ改革推進部長 

管理本部  

財務管理部 情報システム部長 

植松 英一 
経営統轄本部 

管理統轄部 資材調達部長 

リードフレーム事業本部 

グローバル事業推進部 資材部長 

上形 隆一 
管理本部 

財務管理部 情報システム部長 

管理本部  

財務管理部 情報システム部 

ＥＲＰ推進グループ長 

前田 義之 
金型事業本部 

金型事業部 品質管理部長 

金型事業本部 

金型事業部 金型第一製造部長 

河野 雄一郎 
金型事業本部 

金型事業部 金型第一製造部長 

金型事業本部 

金型事業部 金型第一製造部 

第十一製造グループ長 

野見山 良二 
金型事業本部 

金型事業部 金型第三製造部長 

金型事業本部 

金型事業部 品質管理部長 

木下 易之 
金型事業本部 

金型事業部 金型生産技術部長 

金型事業本部 

金型事業部 金型技術推進部長 

松永 尚 
金型事業本部 

金型事業部 金型技術推進部長 

金型事業本部 

金型事業部 金型生産技術部長 

平山 慎司 
リードフレーム事業本部 

エッチング事業部 設計部長 

リードフレーム事業本部 

エッチング事業部 設計部  

設計グループ長 

尾嶋 克之 
リードフレーム事業本部 

営業統轄部 第四営業部長 

リードフレーム事業本部 

営業統轄部 第三営業部 

第八営業グループ長 

岡本 吉文 
リードフレーム事業本部 

営業統轄部 第五営業部長 
三井上海 出向社員 



 

ウォン コン 

ユン フランキー

Wong Kong Yun, 

Franky 

リードフレーム事業本部 

営業統轄部 第六営業部長 

リードフレーム事業本部 

営業統轄部 第五営業部長 

添田 敏一 
モーターコア事業本部 

電機事業部 第三製造部長 

モーターコア事業本部 

電機事業部 第一製造部 

第五製造グループ長 

生池 一樹 

モーターコア事業本部 

モーターコア技術統轄部 

装置企画技術部長 

モーターコア事業本部 

モーターコア技術統轄部 

装置技術部 第五グループ長 

岩元 康弘 工作機事業部 製造副部長 
工作機事業部 

製造部 製造グループ 

 

以 上 


