
 

 

 

２０２２年２月１４日 

各 位 

会 社 名  日 本 信 号 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 塚本 英彦 
 （コード番号：６７４１東証第一部） 

問合せ先  総務部長    藤本 浩正 
 （ＴＥＬ：代表 ０３-３２１７-７２００） 

 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、２０２２年４月１日付の人事異動について、以下のとおり決定しましたので、お知らせい

たします。 

 

 

記 

  
新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

財務部長 森分  章夫 
人事部付 

福岡日信電子株式会社 出向 

ＴＱＭ推進部長 斉藤  匡彦 

久喜事業所 

交通システム統括技術部付  

台湾南廻線プロジェクトオフィス  

部長 (台湾駐在) 

(プロジェクトマネージャー) 

事業改革推進部長 松崎   隆 東北支店長 

交通システム事業部 

第三営業部 専任担当 
久枝  伸吾 

大阪支社 

交通システム営業部 担当部長 

ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部長 中沢  睦雄 北海道支店長 

ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部 担当部長 島村  徳義 ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部長 

スマートシティ事業部 

セキュリティソリューション営業部長 
波多  正俊 

大阪支社 

スマートシティ営業部長 



国際事業部 台北営業所長 塚田  英樹 国際事業部 国際第一営業部長 

国際事業部 国際戦略企画部長 鹿倉  輝人 国際事業部 台北営業所長 

国際事業部 国際第一営業部長 金子  繁夫 
久喜事業所 交通システム統括技術部  

設計工程管理部長 

スマートモビリティ推進室 

くるＬｉｎｋ推進部長 
青木  芳憲 スマートモビリティ推進室 担当部長 

スマートモビリティ推進室 

Ｉ２Ｖ推進部長 
畑崎 由季子 スマートモビリティ推進室 課長 

研究開発室 第１Ｒ＆Ｄ部長 石毛  隆晴 
研究開発室 第１Ｒ＆Ｄ部長 
兼同 第２Ｒ＆Ｄ部長 

研究開発室 第２Ｒ＆Ｄ部長 豊田  明久 
久喜事業所 交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 課長 

安全信頼創造センター 

安全研究室長 
原田  良一 

久喜事業所 交通システム統括技術部 

設計工程管理部 担当部長 

久喜事業所 生産管理部 担当部長 堀内  好樹 国際事業部 国際戦略企画部長 

久喜事業所 品質保証部 専任担当 高橋   亨 久喜事業所 品質保証部 課長 

久喜事業所  

交通システム統括技術部長  

兼同 技術管理部長 

田中  和広 

久喜事業所 

次世代鉄道システム開発室 

次世代鉄道システム開発部長 

久喜事業所 交通システム統括技術部 

次世代鉄道システム開発部長 
高橋  昌秀 

久喜事業所 交通システム統括技術部 

自動運転システム部 課長 

宇都宮事業所 

生産管理部 担当部長 
糸谷  澄恵 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 設計工程管理部長 

宇都宮事業所 生産部長 井土本 達矢 
宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 担当部長 

宇都宮事業所 ＡＦＣ技術部長 古川  啓一 宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部長 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ技術部 担当部長 
佐藤   貢 

宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部  

ＡＦＣ技術部 担当部長 

宇都宮事業所 ＡＦＣ技術部 担当部長 六本木 恵一 宇都宮事業所 生産部長 



宇都宮事業所 ＡＦＣ技術部 専任担当 日下部 恭久 
宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 専任担当 

宇都宮事業所 ＡＦＣ技術部付 

アーメダバードメトロＡＦＣ 

プロジェクトオフィス 専任担当 

宮本  直彦 

宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部付 

アーメダバードメトロＡＦＣ  

プロジェクトオフィス 専任担当 

宇都宮事業所  

ステーション安全ソリュ－ション技術部長 
横田   晃 

宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部  

ＡＦＣ技術部 担当部長 

宇都宮事業所  

ロボティクス技術部長 
湯浅  誉之 

宇都宮事業所  

スマートシティ統括技術部  

ロボティクス技術部長 

宇都宮事業所 

ロボティクス技術部 専任担当 
池本  善行 

宇都宮事業所  

スマートシティ統括技術部 

ロボティクス技術部 専任担当 

宇都宮事業所 

セキュリティソリュ－ション技術部長 
大橋  享司 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部 

スマートセンシング技術部長 

宇都宮事業所 

センサーデバイス技術部長 
川崎  栄嗣 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部長 

宇都宮事業所 

センサーデバイス技術部 専任担当 
猪俣  宏明 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部 

スマートセンシング技術部 担当部長 

大阪支社 交通システム営業部 担当部長 坪田  章利 大阪支社長付 専任担当 

大阪支社 交通システム営業部 担当部長 今井  光大 事業改革推進部長 

大阪支社 交通システム営業部 専任担当 能登  寛明 久喜事業所長付 専任担当 

大阪支社 ＡＦＣ営業部長  

兼同 スマートシティ営業部長 
石川  昌利 

大阪支社  

交通システム営業部 担当部長 

大阪支社 ＡＦＣ営業部 担当部長 石川  宣高 
宇都宮事業所 ＡＦＣ統括技術部 

ステーションセーフティ技術部長 

北海道支店長 渡邉   聡 
宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 ＡＦＣ技術部長 

東北支店長 

兼 東北支店 盛岡営業所長 
庄司  一朗 総務部 担当部長 

 
 

以 上 


