
  

２０１９年１２月２０日 

愛 知 製 鋼 株 式 会 社 

 

 組織改定および人事異動 
 

愛知製鋼株式会社（代表取締役社長：藤岡高広）は、２０２０年１月１日付で下記のとおり組織改定 

および人事異動を実施します。 

 

記 

１．組織改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

（Ⅰ）本部の見直し 

会社およびカンパニーの年輪的成長実現に向け、コーポレートオフィス内の 

「モノづくり・未来創生本部」を「開発本部」と「モノづくり革新本部」に分離独立  

＜狙い＞①開発テーマの事業化スピードの加速化と、カンパニーとの一層の連携強化 

②カンパニーの横串機能強化のための組織力向上と、モノづくり機能の基盤強じん化の促進 

 

（Ⅱ）カンパニーの見直し 

 ◆鍛カンパニー 

   環境変化に対応した意思決定の迅速化および業務のスリム化・人材育成を目的に、 

鍛造工場の課の機能を部品軸で再編 

「第１鍛造課」・「第２鍛造課」→「シャシー課」 

「第３鍛造課」・「第４鍛造課」→「駆動・シャフト課」 

「第５鍛造課」・「冷鍛加工課」→「駆動・エンジン課」 

「製品課」は上記各課に組み入れ 

 

（Ⅲ）部の見直し 

（１）企画創生本部 

   業務連携の強化と管理のスリム化、人材育成の推進を目的に 

「総務部」「広報部」を「総務・広報部」へ統合 

 

（２）お客様本部 

①「中部営業部」は「名古屋支店」に名称変更 

② 各支店の組織名称を、商品軸をベースとする名称に見直し 

東京支店、名古屋支店、大阪支店 

「第１営業室」→「特殊鋼営業グループ」 

「第２営業室」→「ステンレス鋼営業グループ」 

 

（３）開発本部 

①「技術企画部」を「技術統括部」へ名称変更 

② 業界トップレベルの材料試験技術の確立と、技能体制の強化のため 

「分析・試験室」→「材料試験技術部」へ名称変更 

 

(４)モノづくり革新本部 

◆調達部 

①「調達企画グループ」、「取引先支援グループ」は「企画・取引先支援チーム」へ統合 

②「第１調達室」、「第２調達室」を取扱い品目ごとの 

「原材料・エネルギーグループ」、「資材・設備グループ」、「製造委託グループ」に再編 



  

２．執行役員・参与の担当および部長職委嘱の変更 

氏 名 新[カッコ内は委嘱] 旧[カッコ内は委嘱] 

安永 直弘 
取締役専務執行役員 

  安全衛生環境部 

 ﾓﾉづくり革新本部 本部長 

取締役専務執行役員 

  安全衛生環境部 

 ﾓﾉづくり･未来創生本部 本部長 

山中 敏幸 

常務執行役員 

 お客様本部 本部長 

  東京支店 

  名古屋支店 

  大阪支店 

常務執行役員 

 お客様本部 本部長 

  東京支店 

  中部営業部 

  大阪支店 

野村 一衛 

執行役員 

  品質保証部 

 開発本部 本部長 

執行役員 

  品質保証部 

 ﾓﾉづくり･未来創生本部 副本部長 

  未来創生開発部 

藤根 学 

執行役員 

 開発本部 

  シリコンバレー事務所 

  技術統括部 

  未来創生開発部 

執行役員 

 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

  シリコンバレー事務所 

  技術企画部 

  部品開発部 

志藤 康弘 

執行役員 

 企画創生本部 

  総合企画部 

 ﾓﾉづくり革新本部 

  調達部 

執行役員 

 企画創生本部 

  総合企画部 

 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

  調達部 

木原 一馬 

執行役員 

 ﾓﾉづくり革新本部 

  生産管理部 

  設備技術部 

執行役員 

 ﾓﾉづくり･未来創生本部 

  生産管理部 

  設備技術部 

都築 光治 
参与 

 企画創生本部付 

参与 

 企画創生本部 

  広報部（部長） 

佐藤 公彦 
参与 

 企画創生本部 

  総務・広報部 

参与 

 企画創生本部 

  総務部 

住田 庸 

参与 

 開発本部 

  部品開発部 

  材料試験技術部 

参与 

 ﾓﾉづくり･未来創生本部 

  部品開発部（部長） 

   分析・試験室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

３．従業員の異動 

(1)基幹職１級（部長級）                                ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

 金本 斉晃 

 

企画創生本部 

人事部長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

調達部長 

 冨田 了司 企画創生本部                              

人事部 副部長 

企画創生本部                              

人事部長 

○ 村上 賢記 企画創生本部                              

経理部 主査 

兼 経理室長 

企画創生本部 

経理部 経理室長 

 中川 真史 お客様本部                                

営業企画部長 

お客様本部 

大阪支店長 

 安部 浩通 お客様本部                                

名古屋支店長 

お客様本部 

中部営業部長 

 西川 友章 開発本部                                 

技術統括部長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

技術企画部長 

 小塚 巧 開発本部                                 

未来創生開発部長 

兼 開発本部 主査 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部長 

兼 電池研究室長 

兼 先端機能材料開発室長 
○ 度會 亜起 開発本部                                 

未来創生開発部 EVﾓｰﾀ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 ﾓｰﾀｰ・磁石開発室長 

 岩間 直樹 開発本部                                 

未来創生開発部 MPS開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主査 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生ﾀｽｸﾁｰﾑ 主査 

 大脇 進 開発本部                                 

部品開発部長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 副部長 

兼 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部 主査 
○ 鴨井 慎太郎 ﾓﾉづくり革新本部                            

調達部長 

お客様本部 

営業企画部長 

 樫村 徳俊 ﾓﾉづくり革新本部                            

生産管理部 主査 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

生産管理部 主査 

兼 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部 主査 

 荒木 伸彦 ﾓﾉづくり革新本部                                                     

設備技術部長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

設備技術部長 

兼 工務室長 

 南谷 尚志 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛事業統括部 収益・総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部 連結事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 釜崎 二三雄 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造生産技術部長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場長 

○ 福田 浩一 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造生産技術部 設備計画室長 

 菅田 雅巳 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

ｽﾏｰﾄ事業統括部長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾏｰﾄ事業統括部長 

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟー ﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

    



  

    

 氏  名 新 旧 

 正橋 幸一 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

ｽﾏｰﾄ生産技術部長 

兼 開発本部                                   

   電子機能部品開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主査 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

ｽﾏｰﾄ生産技術部長 

兼 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

   未来創生開発部 電子部品開発室長 

 

 

 

西畑 克彦 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                        

ｽﾏｰﾄ生産技術部 電子部品技術室長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

岐阜工場長 

兼 ｽﾏｰﾄ生産技術部 電子部品技術室長 
 土田 嘉一 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ ﾕｰｴｽｴｲ株式会社 出向 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造生産技術部長 

 

 (2)基幹職２級（次長級）                               ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

○ 山本 勝明 安全衛生環境部 安全衛生室長 安全衛生環境部 安全衛生室長 

 木下 信一郎 品質保証部 副部長 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 特殊鋼技術室  

製鋼ﾘｴﾝｼﾞﾁｰﾑ長 
 近藤 達也 企画創生本部                              

総務・広報部長 

企画創生本部 

総務部長 

兼 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 原田 由美 企画創生本部                              

総務・広報部 広報室長 

企画創生本部 

広報部 企業広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

○ 芳賀 祐彦 お客様本部                                

営業企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

お客様本部                                

営業企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 佐藤 友彦 

 

お客様本部                                

大阪支店長 

お客様本部 

ﾄﾖﾀ営業部 副部長 

兼 第 2営業室長 
 長尾 知彦 開発本部                                 

未来創生開発部 MPS開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 ｽﾏｰﾄ交通ｼｽﾃﾑ開発室 

主査 
○ 伊藤 幸夫 開発本部                                 

未来創生開発部  

環境ｴﾈﾙｷﾞー 素材開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 環境・ｴﾈﾙｷﾞー 開発室長 

○ 窪田 和正 開発本部                                 

部品開発部 FCV開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 FCV開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 永山 宏智 開発本部                                 

材料試験技術部長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

分析・試験室長 

○ 久野 洋一 ﾓﾉづくり革新本部                            

設備技術部 TPM推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

兼 動力･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備課 副課長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

設備技術部 動力・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備課  

副課長 

 乗木 尚隆 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 品質管理室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第 3圧延課長 

○ 宇都宮 浩道 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 生産管理室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 生産管理室長 

○ 中村 正信 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第 2圧延課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第 2圧延課長 



  

 氏  名 新 旧 

 松本 英揮 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛事業統括部 戦略･企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部 主査 

 荻原 潤二 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造生産技術部 技術企画室長 

上海愛知鍛造有限公司 出向 

○ 二歩 慶憲 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                

鍛造生産技術部 設備計画室長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造生産技術部 設備計画室  

合理化推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
○ 鈴本 隆雄 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 駆動・ｴﾝｼﾞﾝ課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 第 5鍛造課長 

 高橋 勝俊 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 工務室長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ   

鍛造工場 副工場長 

兼 第 3鍛造課長 

 石川 尚樹 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

電子部品工場長 

兼 工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

兼 岐阜工場長 

兼 知多製造課長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

電子部品工場長 

兼 工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 大江 恒 上海愛知鍛造有限公司 出向 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 主査 

○ 野口 健児 ｱｲﾁ ﾏｸﾞﾌｧｲﾝ ﾁｪｺ有限会社 出向 ｱｲﾁ ﾏｸﾞﾌｧｲﾝ ﾁｪｺ有限会社 出向 

 

(3)基幹職３級（課長級）                                ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

○ 津田 智大 品質保証部 TQM推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

主任担当員 

品質保証部 ＴＱＭ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

担当員 

○ 山崎 真 企画創生本部                              

経理部 原価管理室 管理ﾁｰﾑ長 

企画創生本部 

経理部 原価管理室 管理ﾁｰﾑ長 

 新美 芳明 お客様本部                                

ﾄﾖﾀ営業部 主任担当員 

兼 ﾄﾖﾀ営業部 第 2営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

お客様本部 

ﾄﾖﾀ営業部 第１営業室長 

 佐藤 直生 お客様本部                                

ﾄﾖﾀ営業部 第 1営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

お客様本部 

営業企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任担当員 

○ 高山 信行 お客様本部                                 

ﾄﾖﾀ営業部 第 1営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 鋼材ﾁｰﾑ長 

お客様本部 

ﾄﾖﾀ営業部 第１営業室 鋼材ﾁｰﾑ長 

○ 大塚 章央 お客様本部                                

ﾄﾖﾀ営業部 第 1営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 鍛造ﾁｰﾑ長 

お客様本部 

ﾄﾖﾀ営業部 第１営業室 鍛造ﾁｰﾑ長 

○ ﾊﾘｿﾝ ﾃﾞﾚｯｸ 開発本部                                 

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所長 

○ 郷野 勲 開発本部                                 

未来創生開発部 電子機能部品開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 電子部品開発室  

次世代PCﾁｰﾑ長 

 岩永 吉広 開発本部                                  

未来創生開発部  

超高感度ｾﾝｻ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 ｽﾏｰﾄ交通ｼｽﾃﾑ開発室  

ｾﾝｻ応用ﾁｰﾑ長 



  

 氏  名 新 旧 

○ 土田 克彦 開発本部                                 

未来創生開発部 超高感度ｾﾝｻ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ            

ｾﾝｻ部品・ﾓｼﾞｭｰﾙ開発ﾁｰﾑ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 ｽﾏｰﾄ交通ｼｽﾃﾑ開発室  

ｾﾝｻ応用ﾁｰﾑ 担当員 

○ 下出 晃広 開発本部                                 

未来創生開発部 超高感度ｾﾝｻ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ            

ｱﾓﾙﾌｧｽﾜｲﾔ開発ﾁｰﾑ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 先端機能材料開発室  

磁性材応用ﾁｰﾑ長 
 鈴木 基史 開発本部                                 

未来創生開発部 次世代あぐり開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

未来創生開発部 環境・エネルギー開発室  

植物鉄供給材ﾁｰﾑ長 
 福田 康弘 開発本部                                 

部品開発部 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 駆動開発室 製品設計ﾁｰﾑ長 
 坂東 克己 開発本部                                 

材料試験技術部 主任担当員 

兼 試作製造技術課長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

分析・試験室 部品評価係 主任担当員 

 加藤 雅己 開発本部                                 

材料試験技術部 部品評価技術課長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

分析・試験室 調査解析係 主任担当員 

○ 大石 徹 開発本部                                 

材料試験技術部 分析試験技術課長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

分析・試験室 分析係長 
 佐伯 浩司 ﾓﾉづくり革新本部                            

調達部 製造委託ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

調達部 第 2調達室 第 2ﾁｰﾑ長 

 双原 哲也 ﾓﾉづくり革新本部                                                     

設備技術部 工務室長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

設備技術部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
○ 山根 寛史 ﾓﾉづくり革新本部 

設備技術部 保全技術室 IoT・ICT推進ﾁｰﾑ長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

設備技術部 技術員室 ＩｏＴ・ｼｽﾃﾑ開発ﾁｰﾑ長 

 菅 悟 ﾓﾉづくり革新本部                         

設備技術部 電磁品設備課長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

設備技術部 電磁品設備課 主任担当員 

○ 工藤 真佑 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 生産管理室 生産計画ﾁｰﾑ長 

企画創生本部 

経理部 原価管理室 企画ﾁｰﾑ担当員 
 斉藤 雅典 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 第 1製鋼課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 品質管理室長 
 一瀬 伸也 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 第 1圧延課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第１圧延課 主任担当員 
○ 守田 安弘 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 第 1圧延課 副課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第１圧延課 保全係 直長 
 手嶋 明 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

知多工場 第 3圧延課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第１圧延課長 

 藤崎 伸二 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                  

鋼生産技術部 主任担当員 

ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)株式会社 出向 

○ 鈴木 宣生 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鋼生産技術部 精整・計測技術室  

計測・制御ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 精整・計測技術室  

要素技術企画・計測・制御ﾁｰﾑ長 

○ 河口 充裕 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造生産技術部 設備計画室 改善ﾁｰﾑ長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造生産技術部 設備計画室  

鍛造設備ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第 2ﾁｰﾑ長 
 西海 友也 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 ｼｬｼｰ課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 第１鍛造課長 
 山本 宏樹 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 駆動･ｼｬﾌﾄ課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 第４鍛造課長 



  

 氏  名 新 旧 

○ 中谷 昭雄 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 生産管理室長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 工務室 生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

計画ﾁｰﾑ長 
 水船 尋仁 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 品質管理室長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 製品課長 
○ 西沢 祐一 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ                                 

鍛造工場 品質管理室 お客様ﾁｰﾑ長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 品質管理室 担当員 

○ 加藤 誠之 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

磁石事業室 磁石ﾁｰﾑ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

磁石事業室 磁石ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当員 
○ 勝原 学 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

電子部品事業室 技術ﾁｰﾑ 主任担当員 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

電子部品事業室 電子部品技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

工程設計ﾁｰﾑ長 
○ 小野 竜司 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

ｽﾏｰﾄ生産技術部 電子部品技術室  

部品加工ﾁｰﾑ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾏｰﾄ生産技術部 電子部品技術室  

部品加工ﾁｰﾑ長 
○ 松元 秀和 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

関工場 磁粉製造課 副課長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

関工場 磁石製造課 作業係長 
 尾上 和明 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

電子部品工場 品質技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

岐阜工場 工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 新実 順也 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ                               

電子部品工場 岐阜製造課長 

兼 岐阜工場 工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

電子部品工場 製造課長 

 鈴木 正美 藤田商事株式会社 出向 品質保証部 

お客様品質・技術室 技術ｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ  

主任担当員 
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