
氏名 現所属 新所属
執行職 執行職
四輪事業本部 ものづくりセンター 四輪事業本部 事業統括部
生産技術統括部長 アライアンス部
執行職 執行職
日本本部長 四輪事業本部

営業統括部長
執行職 執行職
人事・コーポレートガバナンス本部長 監査等委員会部

執行職 執行職
欧州地域本部長 欧州地域本部長
兼 ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役社長 兼 ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役社長

兼 二輪事業部長
兼 パワープロダクツ事業部長

執行職 執行職
四輪事業本部 四輪事業本部
営業統括部長 事業統括部長
執行職 執行職
事業管理本部長 アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション

取締役社長
執行職 執行職
デジタル改革統括部長 ＩＴ本部長

兼 デジタル改革統括部長
執行職

㈱本田技術研究所 品質改革本部長
常務取締役 兼 認証法規部担当
先進パワーユニット・エネルギー研究所 担当 兼 品質監理部担当
執行職 執行職
二輪事業本部 ものづくりセンター 二輪事業本部 ものづくりセンター所長
朝霞統括 兼 二輪事業本部 ものづくりセンター朝霞統括

兼 ㈱本田技術研究所取締役
執行職 執行職
四輪事業本部 南米本部長
事業統括部 兼 ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長
事業戦略部長 兼 ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ 取締役社長

兼 モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長
執行職 執行職
四輪事業本部 四輪事業本部 ものづくりセンター
生産統括部 生産技術統括部長
埼玉製作所長
執行職 執行職
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
鈴鹿製作所長 埼玉製作所長

兼　鈴鹿製作所 生産業務部長

下記のとおり、2021年4月1日付で人事異動を行うことを決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

2021年2月19日

執行職・部長関連人事に関するお知らせ

松尾 歩

寺谷 公良

奥田 克久

小林 太郎

島添 正規

伊藤 裕直

藤本 敦

大江 健介

軸屋 勇治

鈴木 麻子

森澤 治郎

神阪 知己



氏名 現所属 新所属
執行職 執行職
ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
インコーポレーテッド取締役副社長 生産統括部

鈴鹿製作所長
執行職

北米地域本部 事業管理本部長
地域事業企画部長 兼 経理部長

執行職
人事・コーポレートガバナンス本部 人事・コーポレートガバナンス本部長
人事部長

執行職
二輪事業本部 二輪事業本部
営業部長 営業部長

執行職
アメリカンホンダモーターカンパニー・ 四輪事業本部
インコーポレーテッド駐在 事業統括部 事業戦略部長

兼 次世代電動事業企画室長
執行職

四輪事業本部 ものづくりセンター 中国本部
パワーユニット開発統括部 パワーユニット企画管理部 本田技研工業（中国）投資有限公司

執行副総経理
兼 本田技研科技（中国）有限公司
執行副総経理
執行職

東風本田汽車有限公司総経理 東風本田汽車有限公司総経理

モビリティサービス事業本部 経営企画統括部
ｅＭａａＳ戦略企画部 ビジネス開発部長

事業管理本部 経営企画統括部
経理部長 サステナビリティ企画部長

四輪事業本部 ものづくりセンター 経営企画統括部
パワーユニット開発統括部 環境企画部長
パワーユニット企画管理部
㈱本田技術研究所 経営企画統括部
先進技術研究所 安全企画部長

兼 ㈱本田技術研究所　先進技術研究所
ブランド・コミュニケーション本部 ブランド・コミュニケーション本部
広報部 ブランド部長

欧州地域本部 ブランド・コミュニケーション本部
四輪事業部長 広報部長

中国本部 ブランド・コミュニケーション本部
本田動力（中国）有限公司総経理 モータースポーツ部長

人事・コーポレートガバナンス本部 人事・コーポレートガバナンス本部
人事部 人事部長

人事・コーポレートガバナンス本部 人事・コーポレートガバナンス本部
人事部 労政企画部長三並 亮二

斎藤 毅

大野 慎一

髙石 秀明

一瀬 新

内藤 浩

青木 健

桑原 俊雄

秋和 利祐

夏目 達也

松山 康子

寺岡 正

藤村 英司

森本 務

岡本 紀子

長井 昌也



氏名 現所属 新所属
ＩＴ本部 ＩＴ本部
システムサービス部 サイバーセキュリティ推進部長

カスタマーファースト本部 カスタマーファースト本部
サービス技術開発部長 テクニカルサービス部長

カスタマーファースト本部 カスタマーファースト本部
サービス技術開発部 サービス技術開発部長

二輪事業本部 二輪事業本部
ものづくりセンター 事業企画部長
ものづくり企画・開発部長
アトラスホンダ・リミテッド駐在 二輪事業本部

総務人事管理部長

ライフクリエーション事業本部 二輪事業本部
生産企画部長 生産企画部長

二輪事業本部 二輪事業本部
生産企画部長 熊本製作所

完成車工場長
二輪事業本部 二輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
ものづくり企画・開発部 ものづくり企画・開発部長
二輪事業本部 二輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
商品開発部長 将来技術開発部長
二輪事業本部 二輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
将来技術開発部長 商品開発部長
二輪事業本部 二輪事業本部
ものづくりセンター 品質保証部長
完成車開発部
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター 事業統括部
完成車開発統括部 ビジネスユニットオフィサー
車両企画管理部
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター 事業統括部
完成車開発統括部 ビジネスユニットオフィサー
車両企画管理部
四輪事業本部 四輪事業本部
営業統括部 営業統括部
第一営業部 業務推進部長
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
パワーユニット開発統括部 パワーユニット開発統括部
パワーユニット企画管理部 パワーユニット企画管理部長
ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
インコーポレーテッド駐在 ものづくりセンター

生産技術統括部
生産技術企画管理部長

森田 友蔵

長田 展英

奈倉 秀典

室橋 耕策

藤原 清隆

小林 弘毅

千葉 徹

長倉 孝文

小杉 佳弘

岩波 晃司

岡部 宏二郎

小池 高史

伊藤 一秀

松持 祐司

中川 義彦

藤阪 之敏



氏名 現所属 新所属
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 ものづくりセンター
埼玉製作所 生産技術統括部
狭山完成車工場長 車体生産技術部長
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 ものづくりセンター
鈴鹿製作所 生産技術統括部
エンジン工場長 パワーユニット生産技術部長
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
管理統括部 管理統括部
試作推進部 試作推進部長
ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド駐在 四輪事業本部

ものづくりセンター
管理統括部
総務部長

本田技研科技（中国）有限公司駐在 四輪事業本部
生産統括部
パワーユニット管理部長

四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
鈴鹿製作所 埼玉製作所
完成車第一工場長 完成車工場長
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
鈴鹿製作所 埼玉製作所
エンジン工場 エンジン工場長
本田技研科技（中国）有限公司駐在 四輪事業本部

生産統括部
鈴鹿製作所
完成車第一工場長

ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・ 四輪事業本部
リミテッド駐在 生産統括部

鈴鹿製作所
エンジン工場長

ホンダマニュファクチュアリングオブアラバマ・ 四輪事業本部
エル・エル・シー社長 生産統括部

鈴鹿製作所
生産業務部長

四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
トランスミッション製造部 トランスミッション製造部
鈴鹿工場 浜松工場長
本田汽車零部件製造有限公司総経理 四輪事業本部

生産統括部
トランスミッション製造部
生産業務部長

ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
インコーポレーテッド駐在 生産統括部

パワートレインユニット製造部長
東風本田汽車零部件有限公司駐在 四輪事業本部

生産統括部
パワートレインユニット製造部
品質管理部長

近藤 広之

樋熊 敏郎

松澤 正彦

西﨑 輝也

小今井 晃

桐島 洋行

伊藤 達也

稲垣 充孝

堀 出

井口 公玄

五十嵐 一穂

中尾 彰一

遠藤 哲也

成瀬 哲夫



氏名 現所属 新所属
四輪事業本部 四輪事業本部
ＳＣＭ統括部 ＳＣＭ統括部
サプライチェーン推進部長 サプライチェーン管理部長
四輪事業本部 四輪事業本部
ＳＣＭ統括部 ＳＣＭ統括部
サプライチェーン管理部 サプライチェーン推進部長
ライフクリエーション事業本部 ライフクリエーション事業本部
生産企画部 生産企画部長

ライフクリエーション事業本部 ライフクリエーション事業本部
細江船外機工場 細江船外機工場

検査主任技術者
認証法規部 ライフクリエーション事業本部

品質保証部長

日本本部 モビリティサービス事業本部
販売部 ｅＭａａＳ戦略企画部長

アジア・大洋州本部 日本本部
地域事業企画部長 地域事業企画部長

四輪事業本部 日本本部
ものづくりセンター 品質監理部長
パワーユニット開発統括部
パワーユニット企画管理部
事業管理本部 北米地域本部
経理部 地域事業企画部長

欧州地域本部 欧州地域本部
地域事業企画部 地域事業企画部長

ホンダ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長 欧州地域本部
四輪事業部長

日本本部 アジア・大洋州本部
地域事業企画部長 地域事業企画部長佐藤 栄彦

仲 敏彦

栗栖 孝徳

村山 朗

増井 智洋

岡田 浩治

島田 陽一

滝沢 一浩

檜室 幹雄

辻村 謙一

眞野 敦

大川 道春


	執行職・部長関連人事

