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2021年2月19日 

各  位 

    会社名   株式会社 タダノ 

    コ－ド番号 ６３９５ 

    お問合せ先 執行役員  吉田 耕三 

                                            ＴＥＬ(０８７)８３９－５６００ 

 

 

執行役員人事等に関するお知らせ 

 

このたび、当社は、執行役員人事につき、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。 

 

１．新任執行役員（4名）：2021年4月1日付 

（新）役職・担当・委嘱業務 氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

執行役員 

生産部門担当 
入船 雄一 

購買第一部長 

外製 2GM 

執行役員 

国内営業部門担当補佐 

国内営業企画部長 

安富 雄史 

国内営業企画部部長 

中部支店長 

中部支店企画管理 GM 

執行役員 

技術研究部門担当 

技術研究所長 

野口 真児 技術研究所長 

執行役員 

営業統括部門担当 

中古車事業部門担当 

八代 倫明 海外営業部門付部長 

注）ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部が変更部分。以下同様。 

 

２．退任執行役員（4名）：2021年3月31日付 

氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

川本 親 

執行役員 

ＳＶＥ推進部門担当、開発部門担当補佐 

㈱ﾀﾀﾞﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ取締役社長 

多田野 有司 
執行役員 

技術研究部門担当 

池浦 雅彦 

執行役員 

国内営業部門担当補佐 

国内営業企画部部長 

五味  幸雄 
執行役員 

生産部門付 

注）１．川本 親は、4月 1日付で㈱ﾀﾀﾞﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ取締役社長 兼 ㈱ﾀﾀﾞﾉｱｲﾚｯｸ顧問に就任予定。 

２．多田野 有司は、4月 1日付で㈱ﾀﾀﾞﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ顧問に就任予定。 

３．池浦 雅彦は、4月 1日付で企画管理部門付顧問に就任予定。 

４．五味 幸雄は、4月 1日付で生産部門付顧問に就任予定。 
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３．担当・委嘱業務の変更（12名）：2021年4月1日付 

（新）役職・担当・委嘱業務 氏 名 （現）役職・担当・委嘱業務 

代表取締役会長 多田野 宏一 
代表取締役社長・ⅭＥＯ 

欧州事業部門統括 

代表取締役社長・ⅭＥＯ 

管理・営業・ＣＳ 関連 
氏家  俊明 

代表取締役副社長 

企画管理部門・グローバル事業推進部

門・ＣＳ部門・国内営業部門・海外営業

部門・米州事業部門統括、営業統括部門

担当 

取締役執行役員専務 

研究・開発 関連 
奥山 環 

取締役執行役員専務 

技術研究部門・開発部門・ＳＶＥ推進部

門・インド事業部門統括 

取締役執行役員常務 

ものづくり 関連 
澤田 憲一 

取締役執行役員常務 

購買部門・品質安全部門・中古車事業部

門・タイ事業部門・中国事業部門統括、

生産部門担当 

執行役員副社長 

欧州事業部門統括 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長 

鈴木 正 

執行役員副社長 

欧州事業部門管掌 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長 

執行役員常務 

米州事業部門統括 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長 

飯村 慎一 

執行役員常務 

海外営業部門・米州事業部門 

・中古車事業部門・タイ事業部門担当、

営業統括部門担当補佐 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役社長 

執行役員常務 

国内営業部門担当 
髙梨 利幸 

執行役員常務 

国内営業部門担当、営業統括部門担当補

佐、国内営業企画部長 

執行役員 

米州事業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締役社長 

インゴ・シラー 

執行役員 

米州事業部門米州市場担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締役社長 

執行役員 

ＳＶＥ推進部門担当、開発部門担当補佐 
藤野 博之 

執行役員 

品質安全部門担当 

執行役員 

品質安全部門担当 
林 宏三 

執行役員 

海外営業部門東南アジア市場担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取締役社長 

執行役員 

海外営業部門・インド事業部門担当 

中国事業部門担当補佐 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取締役社長 

高所・小型営業部長 

官野  耕一 

執行役員 

海外営業部門戦略市場・インド事業部門

担当 

執行役員 

グローバル事業推進部門担当 

ＤＸ推進担当 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業推進部長 

森田  士朗 

執行役員 

グローバル事業推進部門担当 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業推進部長 

注）１．タイ事業部門は、4月1日付で発展的に解消し、ﾀﾀﾞﾉ・ﾀｲﾗﾝﾄﾞCo., Ltd.を生産部門に移管する。 

 

以 上 
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（ご参考）「取締役及び執行役員・技監の役職、担当及び委嘱業務」（2021.4.1 付） 

役 職 氏 名 担当業務 委嘱業務 

代表取締役会長 多田野 宏一    

代表取締役社長・ⅭＥＯ 氏家  俊明 管理・営業・ＣＳ 関連  

取締役執行役員専務 奥山 環 研究・開発 関連  

取締役執行役員常務 澤田 憲一 ものづくり 関連  

取締役（社外） 吉田  康之   

取締役（社外） 野口  由典   

取締役（社外） 村山  昇作   

執行役員副社長 鈴木 正 欧州事業部門統括 
ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｽ取締役社長 

執行役員常務 飯村 慎一 米州事業部門統括 
ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｽ取締役社長 

執行役員常務 髙梨 利幸 国内営業部門担当  

執行役員常務 イェンス・エネン 欧州事業部門担当 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾃﾞﾏｰｸﾞ GmbH 取締

役社長 

ﾀﾀﾞﾉ・ﾌｧｳﾝ GmbH 取締

役 

社長 

執行役員常務 合田  洋之 開発部門担当  

執行役員 程 箭 中国事業部門担当 中国総代表  

執行役員 インゴ・シラー 米州事業部門担当 
ﾀﾀﾞﾉ・ｱﾒﾘｶ Corp.取締

役社長 

執行役員 藤野 博之 
ＳＶＥ推進部門担当、開発部門担当

補佐 
 

執行役員 高木 啓行 購買部門担当  

執行役員 林 宏三 品質安全部門担当  

執行役員 徳田  裕司 ＣＳ部門担当  

執行役員 官野  耕一 
海外営業部門・インド事業部門担当 

中国事業部門担当補佐 

ﾀﾀﾞﾉ・ｱｼﾞｱ Pte Ltd.取

締役社長 

高所・小型営業部長 

執行役員 森田  士朗 
グローバル事業推進部門担当 

ＤＸ推進担当 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業推進部長 

執行役員 吉田  耕三 
企画管理部門担当 

コンプライアンス担当 
 

執行役員 小滝  哲 欧州事業部門担当補佐 
ﾀﾀﾞﾉ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｽ取締役副社長 

執行役員 入船 雄一 生産部門担当  

執行役員 安富 雄史 国内営業部門担当補佐 国内営業企画部長 

執行役員 野口 真児 技術研究部門担当 技術研究所長 

執行役員 八代 倫明 営業統括部門・中古車事業部門担当  

 

技監 世俵 秀樹  ＬＥ技術部長 

技監 大西 和弘  品質安全部長 

*ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部が変更部分。                                                       

 以上 

 

 

 


