人事異動のお知らせ
２０１３年 ８月 １日
ヤマハ株式会社
本社：静岡県浜松市中区中沢町１０番１号
社長：中田 卓也
当社は、２０１３年８月１日付で人事異動を行います。
主な内容は以下の通りです。
記

＜人事異動＞

（

）内は前職

・執行役員 楽器・音響開発本部研究開発統括部長
兼 第 1 研究開発部長
（執行役員 エレクトロニクス事業本部デジタル楽器事業部長）
・執行役員
（執行役員

ＩＭＣ事業本部長
半導体事業部長）

兼

企画管理室長

※１、２

飯塚 朗
(ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ)

※３

藤井 茂樹
(ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｷ)

・楽器・音響生産本部生産企画部長
（デジタル楽器事業部生産管理部長）

※４

森 尚久
(ﾓﾘ ﾅｵﾋｻ)

・楽器・音響生産本部生産技術部長
（アコースティック事業本部生産・調達企画部長）

※４

金子 彰一
(ｶﾈｺ ｼｮｳｲﾁ)

・アコースティック生産統括部管理部長
（ピアノ事業部管理部長）

※５

村田 昇
(ﾑﾗﾀ ﾉﾎﾞﾙ)

・アコースティック生産統括部ピアノ生産企画部長
（ピアノ事業部製造企画部長）

※５

新村 清重
(ｼﾝﾑﾗ ｾｲｼﾞｭｳ)

・アコースティック生産統括部管弦打生産企画部長
（管弦打楽器事業部生産企画部長）

※５

村松 慶一
(ﾑﾗﾏﾂ ｹｲｲﾁ)

・アコースティック生産統括部ピアノ生産部長
（ピアノ事業部生産部長）

※５

高橋 宏叔
(ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖｼ)

・アコースティック生産統括部管弦打生産部長
（管弦打楽器事業部豊岡生産部長）

※５

浅田 享
(ｱｻﾀﾞ ﾄｵﾙ)

・エレクトロニクス生産統括部管理室長
（エレクトロニクス事業本部企画管理室長）

※６

杉森 康雄
(ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽｵ)

・エレクトロニクス生産統括部ＤＭＩ生産企画部長
（デジタル楽器事業部生産管理部生産支援グループマネジャー）

※６

藤谷 宏
(ﾌｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ)

・エレクトロニクス生産統括部ＰＡ生産企画部長
（ＰＡ事業部生産管理部長）

※６

守本 幸弘
（ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ）

・エレクトロニクス生産統括部ＡＶ生産企画部長
（エレクトロニクス事業本部生産技術部組立技術グループマネジャー）

※６

中村 幸生
(ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ)

・エレクトロニクス生産統括部ＳＮ生産企画部長
（サウンドネットワーク事業部生産管理部長）

※６

刑部 勝一
(ｵｻｶﾍﾞ ｶﾂｲﾁ)

・エレクトロニクス生産統括部豊岡生産部長
（デジタル楽器事業部豊岡生産部長）

※６

島谷 秀明
(ｼﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ)

・アコースティック開発統括部管理室長
（管弦打楽器事業部管理部長）

※７

中村 博之
(ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ)

・アコースティック開発統括部ピアノ開発部長
（ピアノ事業部生産部ＧＰ組立課長）

※７

松木 温
(ﾏﾂｷ ﾕﾀｶ)

・アコースティック開発統括部弦打楽器開発部長
（管弦打楽器事業部弦打楽器開発部長）

※７

堤 聡
(ﾂﾂﾐ ｻﾄﾙ)

・アコースティック開発統括部管教育楽器開発部長
（管弦打楽器事業部管教育楽器開発部長）

※７

高橋 良宏
(ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ)

・アコースティック開発統括部品質保証部長
（管弦打楽器事業部ＣＳ推進部長）

※７

奈須田 敏弘
(ﾅｽﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ)

・アコースティック開発統括部品質保証部テクニカルアカデミー所長
（ピアノ事業部品質技術部長）

※７

中田 吉彦
(ﾅｶﾀ ﾖｼﾋｺ)

・ＤＭＩ開発統括部管理室長
（デジタル楽器事業部管理室長）

※８

原 克志
(ﾊﾗ ｶﾂｼ)

・ＤＭＩ開発統括部技術開発部長
（デジタル楽器事業部技術開発部システム開発グループマネジャー）

※８

岡村 和久
(ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ)

・ＤＭＩ開発統括部第 1 開発部長
（デジタル楽器事業部第 1 開発部長）

※８

市来 哲二
(ｲﾁｷ ﾃﾂｼﾞ)

・ＤＭＩ開発統括部第 2 開発部長
（デジタル楽器事業部第 2 開発部長）

※８

旭 保彦
(ｱｻﾋ ﾔｽﾋｺ)

・ＤＭＩ開発統括部第 3 開発部長
（デジタル楽器事業部第 3 開発部長）

※８

伊藤 真一
(ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ)

・ＤＭＩ開発統括部品質保証部長
（デジタル楽器事業部品質保証部長）

※８

渋川 竹夫
(ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｹｵ)

※９

武田 文光
(ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐﾃﾙ)

※９

西尾 靖
(ﾆｼｵ ﾔｽｼ)

・楽器・音響開発本部ＰＡ開発統括部長
（ＰＡ事業部第 2 開発部長）
・ＰＡ開発統括部管理室長
（ＰＡ事業部管理室長）

兼

第 2 開発部長

・ＰＡ開発統括部第 1 開発部長
（ＰＡ事業部第 1 開発部長）

※９

田代 孝裕
(ﾀｼﾛ ﾀｶﾋﾛ)

・ＰＡ開発統括部品質保証部長
（ＰＡ事業部品質保証部長）

※９

長谷川 征三
(ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ)

・ＡＶ開発統括部管理室長
（ＡＶ機器事業部管理室長）

※10 井上 宏昭
(ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ)

・ＡＶ開発統括部第 1 開発部長
（ＡＶ機器事業部第 1 開発部ＡＶＲ１グループマネジャー）

※10 小關 泉
(ｵｾﾞｷ ｲｽﾞﾐ)

・ＡＶ開発統括部第 2 開発部長
（ＡＶ機器事業部第 2 開発部長）

※10 杉山 統浩
(ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾄﾋﾛ)

・ＡＶ開発統括部品質保証部長
（ＡＶ機器事業部品質保証部長）

※10 村松 秋弘
(ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾛ)

・楽器・音響開発本部ＳＮ開発統括部長 兼 第 2 開発部長
（サウンドネットワーク事業部第 2 開発部長）

※11 中村 重知
(ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾓ)

・ＳＮ開発統括部管理室長
（サウンドネットワーク事業部管理室長）

※11 山崎 淳一
(ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ)

・ＳＮ開発統括部第 1 開発部長
（サウンドネットワーク事業部第 1 開発部長）

※11 深谷 和成
(ﾌｶﾔ ｶｽﾞﾅﾘ)

・ＳＮ開発統括部品質保証部長
（サウンドネットワーク事業部品質保証部長）

※11 山田 裕一
(ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ)

・研究開発統括部主席技師
（研究開発本部 研究開発センター長）

※１

国本 利文
(ｸﾆﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ)

・研究開発統括部第 2 研究開発部長
（エレクトロニクス事業本部技術開発室長）

※２

曽根 卓朗
(ｿﾈ ﾀｸﾛｳ)

・楽器営業統括部鍵盤楽器営業部長
（楽器・音響営業統括部ＣＬ・ＰＫ営業課長）

※12 大村 寛子
(ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｺ)

・事業開発部戦略推進室担当次長
（楽器・音響営業統括部鍵盤楽器営業部長）

松本 恵
(ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾑ)

・楽器営業統括部副統括部長 兼 Ｂ＆Ｏ営業部長
（楽器・音響営業統括部副統括部長 兼 Ｂ＆Ｏ営業部長）

※12 板橋 正明
(ｲﾀﾊｼ ﾏｻｱｷ)

・楽器営業統括部副統括部長 兼 ProMusic 営業部長
（楽器・音響営業統括部副統括部長 兼 ProMusic 営業部長）

※12 武永 伸一
(ﾀｹﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ)

・楽器営業統括部ＡＰ・ＭＰ事業推進室長
（楽器・音響営業統括部ＡＰ・ＭＰ事業推進室長）

※12

播磨 洋介
(ﾊﾘﾏ ﾖｳｽｹ)

・音響営業統括部ＰＡ営業部長
（楽器・音響営業統括部音響機器営業部長）

※13 平井 智勇
(ﾋﾗｲ ﾁﾊﾔ)

・音響営業統括部ＡＶ営業部長
（ＡＶ機器事業部事業企画室長）

※13 西村 淳
(ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ)

・音響営業統括部ＳＮ営業部長
（サウンドネットワーク事業部営業部長）

※13 池松 伸雄
(ｲｹﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ)

・楽器営業統括部鍵盤楽器営業部ピアノ営業課担当課長
（楽器・音響営業統括部アセアン営業部長）

田村 英明
(ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ)

・事業企画部企画推進室担当課長
（楽器・音響営業統括部中南米営業部長）

松下 正人
(ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾄ)

・事業企画部エリア開発推進室長
（楽器・音響営業統括部ＥＭ営業部長）

大沢 秀行
(ｵｵｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ)

・ＩＭＣ事業本部熱電事業推進室長
（研究開発センター副センター長）

※３

堀尾 裕磨
(ﾎﾘｵ ﾕｳﾏ)

・半導体事業部事業企画部長
（半導体事業部事業企画室長）

※14 鳥羽 伸和
(ﾄﾊﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ)

・半導体事業部営業部長
（半導体事業部営業第 1 グループマネジャー）

鈴木 喜巳夫
(ｽｽﾞｷ ｷﾐｵ)

・経営企画部リスクマネジメント推進室長
（半導体事業部営業部長）

星野 努
(ﾎｼﾉ ﾂﾄﾑ)

・半導体事業部生産管理部長
（半導体事業部生産管理部生産技術グループマネジャー）

青島 聡
(ｱｵｼﾏ ｻﾄｼ)

・経営企画部開発企画室長
（研究開発本部開発戦略室長）

曽根 圭司
(ｿﾈ ｹｲｼﾞ)

※１

研究開発センターを研究開発統括部に改称する。
（6 月 28 日付組織改正および人事異動のお知らせの訂正）
※２ 研究開発統括部管下に第 1 研究開発部、第 2 研究開発部を置く。
※３ ＩＭＣ事業本部管下に企画管理室、熱電事業推進室を新設する。
※４ 楽器・音響生産本部管下に生産企画部、生産技術部を新設する。
※５ アコースティック生産統括部管下に管理部、ピアノ生産企画部、管弦打生産企画部、ピアノ生
産部、管弦打生産部を置く。
※６ エレクトロニクス生産統括部管下に管理室、ＤＭＩ生産企画部、ＰＡ生産企画部、ＡＶ生産企
画部、ＳＮ生産企画部、豊岡生産部を置く。
※７ アコースティック開発統括部管下に管理室、ピアノ開発部、弦打楽器開発部、管教育楽器開発
部、品質保証部を置く。
※８ ＤＭＩ開発統括部管下に管理室、技術開発部、第 1 開発部、第 2 開発部、第 3 開発部、品質保
証部を置く。
※９ ＰＡ開発統括部管下に管理室、第 1 開発部、第 2 開発部、品質保証部を置く。
※10 ＡＶ開発統括部管下に管理室、第 1 開発部、第 2 開発部、品質保証部を置く。
※11 ＳＮ開発統括部管下に管理室、第 1 開発部、第 2 開発部、品質保証部を置く。
※12 楽器営業統括部管下に鍵盤楽器営業部、Ｂ＆Ｏ営業部、ProMusic 営業部、ＡＰ・ＭＰ事業推進
室を置く。
※13 音響営業統括部管下にＰＡ営業部、ＡＶ営業部、ＳＮ営業部を置く。
※14 半導体事業部事業企画室を事業企画部に改称する。

以

この件に関するお問い合わせ先
ヤマハ株式会社
広報部 広報グループ
〒108－8568 東京都港区高輪２－１７－１１
ＴＥＬ ０３－５４８８－６６０１

上

