
氏名 現所属 新所属
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
生産統括部長 生産技術統括部長

兼 管理統括部長
執行職 執行職
カスタマーファースト本部長 カスタマーファースト統括部長

執行職 執行職
欧州地域本部長 欧州・アフリカ中東地域本部長
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 欧州二輪事業部長
兼 パワープロダクツ事業部長 兼 欧州パワープロダクツ事業部長
執行職 執行職
四輪事業本部 ものづくりセンター ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・

管理統括部長 オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在
兼 購買企画部担当
執行職 執行職
二輪事業本部　熊本製作所長 アジア・大洋州本部 ＤＥＢ責任者
兼 ライフクリエーション事業本部 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役副社長
ライフクリエーション生産担当
執行職 執行職
ブランド・コミュニケーション本部長 コーポレートコミュニケーション統括部長

兼 ㈱ホンダ・レーシング 代表取締役社長
執行職 執行職
事業管理本部長 経理財務統括部長
兼 経理部長
執行職 執行職
人事・コーポレートガバナンス本部長 人事・コーポレートガバナンス統括部長

執行職
㈱本田技術研究所 取締役 人事・コーポレートガバナンス統括部
兼 管理担当
兼 コンプライアンスオフィサー
兼 統括機能センター 担当
執行職 執行職
ＩＴ本部長 デジタル統括部長
兼 デジタル改革統括部長 兼 四輪事業本部 ものづくりセンター副所長
執行職 執行職
品質改革本部長 品質改革統括部長
兼 認証法規部担当 兼 認証法規部担当
兼 品質監理部担当 兼 品質監理部担当
執行職 執行職
電動事業推進室長 事業開発本部

事業開発統括部長
執行職 執行職
四輪事業本部 ものづくりセンター 事業開発本部
電子制御開発統括部長 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部長

藤村 英司

斎藤 毅

一瀬 新

2022年2月18日

執行職・部長関連人事に関するお知らせ

下記のとおり、2022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。

山本 創一

寺谷 公良

中尾 芳門

徳竹 浩

伊藤 裕直

松尾 歩

渡辺 康治

玉川 裕

奥田 克久

木村 晃



氏名 現所属 新所属
執行職 執行職
モビリティサービス事業本部長 ホンダモビリティソリューションズ㈱
兼 ホンダモビリティソリューションズ㈱ 代表取締役社長 代表取締役社長
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 ものづくりセンター
パワーユニット開発統括部長 品質部
執行職 執行職
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
営業部長 二輪事業統括部長
執行職 執行職
ライフクリエーション事業本部長 二輪・パワープロダクツ事業本部

パワープロダクツ事業統括部長
執行職 執行職
二輪事業本部 ものづくりセンター所長 二輪・パワープロダクツ事業本部
兼 ものづくりセンター朝霞統括 ものづくり統括部
兼 ㈱本田技術研究所 取締役 熊本製作所長
執行職 執行職
経営企画統括部 ホンダエアクラフトカンパニー・エル・エル・シー社長

執行職 執行職
ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・リミテッド ホンダカーズインディア・リミテッド駐在
生産統括責任者

執行職
渉外部長 経営企画統括部

渉外部長
執行職

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド駐在 知的財産・標準化統括部長

執行職
電動事業推進室 事業開発本部
ビジネスユニットオフィサー ビジネスユニットオフィサー

兼 事業開発統括部 EV・リカーリング事業開発部長
執行職

㈱本田技術研究所 事業開発本部
先進パワーユニット・エネルギー研究所 エネルギーシステムデザイン開発統括部長
戦略企画管理室長

執行職
四輪事業本部 四輪事業本部
事業統括部 事業統括部
事業戦略部長 事業戦略部長

執行職
四輪事業本部 四輪事業本部 営業統括部長
営業統括部長 兼 営業企画部長

執行職
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 開発戦略統括部長
商品技術部 兼 完成車開発統括部長

執行職
四輪事業本部 ものづくりセンター 四輪事業本部
パワーユニット開発統括部 サプライチェーン購買統括部長
パワーユニット開発二部長

執行職
二輪事業本部 熊本製作所 二輪・パワープロダクツ事業本部 ものづくり統括部長
パワートレイン工場長 兼 ものづくり統括部朝霞統括

兼 ㈱本田技術研究所 取締役

小川 哲

桑原 俊雄

梶谷 忠生

遠藤 嘉浩

小栗 浩輔

岡部 宏二郎

塚本 飛佳留

林 克人

鈴木 聡

林 賢一郎

下川 一郎

島添 正規

山﨑 英人

山野 順司

加藤 稔

高見 聡



氏名 現所属 新所属
執行職

ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・ ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・

オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在 オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在
執行職

ピー・ティ・アストラホンダモーター社長 ピー・ティ・アストラホンダモーター社長

経営企画統括部 経営企画統括部
ビジネス開発部長 コーポレートデベロップメント部長

経営企画統括部 経営企画統括部
経営企画部 秘書部長

ブランド・コミュニケーション本部 コーポレートコミュニケーション統括部
広報部長 広報部長

ブランド・コミュニケーション本部 コーポレートコミュニケーション統括部
ブランド部長 コーポレートプロモーション部長

事業管理本部 経理財務統括部
財務部長 経理部長

四輪事業本部 経理財務統括部
生産統括部 財務部長
経理管理部長
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統括部
人事部長 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統括部
労政企画部長 労政企画部長

日本本部 人事・コーポレートガバナンス統括部
地域人事部長 総務部長

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統括部
法務部長 法務部長

ＩＴ本部 デジタル統括部
ＩＴ戦略企画部長 副統括部長

兼 ＩＴ戦略企画部長
デジタル改革統括部 デジタル統括部
プロセス改革部長 プロセス改革部長

ＩＴ本部 デジタル統括部
サイバーセキュリティ推進部長 サイバーセキュリティ推進部長

デジタル改革統括部 デジタル統括部
プロダクトライフサイクルマネジメント推進部長 ECMシステム部長

本田技研科技（中国）有限公司駐在 デジタル統括部
SCMシステム部長

ＩＴ本部 デジタル統括部
システムサービス部 セールス・コーポレートシステム部長

ＩＴ本部 デジタル統括部
エンジニアリングサービス部長 システム基盤部長

岡本 紀子

稲村 真矢

小沼 隆史

安田 啓一

寺岡 正

鈴木 征治

松山 康子

川口 正雄

広瀬 正治

大野 慎一

三並 亮二

下川 昌宏

岩本 仁志

田中 秀幸

小杉 佳弘

石﨑 哲男

地主 修

岩田 哲弥

波多野 和文



氏名 現所属 新所属
四輪事業本部 品質改革統括部
ものづくりセンター 品質保証部長
管理統括部
品質部
品質改革本部 品質改革統括部
技術解析推進部長 技術解析推進部長

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド駐在 カスタマーファースト統括部
アフターセールス事業部長

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

知的財産・標準化統括部 知的財産・標準化統括部
四輪事業知的財産部 四輪事業知的財産部長

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド駐在 知的財産・標準化統括部
二輪・パワープロダクツ事業知的財産部長

安全運転普及本部 安全運転普及本部 事務局長

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド駐在 認証法規部長

ライフクリエーション事業本部 事業開発本部
戦略企画部長 事業開発統括部

新事業開発部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター 事業開発統括部
パワーユニット開発統括部 バッテリーエネルギーサービス事業開発部長
パワーユニット開発一部
㈱本田技術研究所 事業開発本部
先進パワーユニット・エネルギー研究所 事業開発統括部

水素事業開発部長
電動事業推進室 事業開発本部

事業開発統括部
リソースサーキュレーション企画部長

四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター 事業開発統括部
生産技術統括部 次世代ものづくり企画開発部長
生産技術研究開発部長
四輪事業本部 事業開発本部
事業統括部 事業開発統括部
アライアンス部 アライアンス部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
電子制御開発統括部 ＳＤＭ技術企画部長
電子制御開発企画管理部長
ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・ 事業開発本部
オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

電子プラットフォーム開発部長

長倉 孝文

浅井 耕平

木村 英輔

長谷部 哲也

多賀 渉

越後 隆治

中﨑 隆夫

西田 俊之

久木 隆

横山 謙一

阿部 日登司

二橋 龍馬

菅村 照二

千葉 徹

武藤 浩文

吉田 昌朗

澤村 和同



氏名 現所属 新所属
㈱本田技術研究所 事業開発本部
先進技術研究所 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
ＡＤ／ＡＤＡＳ研究開発室長 先進安全・知能化ソリューション開発部長
モビリティサービス事業本部 事業開発本部
コネクテッド事業統括部長 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

コネクテッドソリューション開発部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
電子制御開発統括部 情報通信システム開発部長
情報通信システム開発部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
電子制御開発統括部 パワートレイン制御開発部長
電子プラットフォーム開発部
デジタル改革統括部 事業開発本部
バリュークリエーション部長 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

ＵＸ・データソリューション部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター エネルギーシステムデザイン開発統括部
パワーユニット開発統括部 エネルギーシステム開発部長
パワーユニット開発一部
㈱本田技術研究所 事業開発本部
先進パワーユニット・エネルギー研究所 エネルギーシステムデザイン開発統括部
エネルギーユニット開発室 バッテリーシステム開発部長
四輪事業本部 事業開発本部
ものづくりセンター エネルギーシステムデザイン開発統括部
パワーユニット開発統括部 Ｅドライブ・チャージャー開発部長
パワーユニット開発二部
四輪事業本部 四輪事業本部
事業統括部 事業統括部
商品技術部長 商品戦略部長
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 原価企画部長
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
管理統括部 人事・企画部長
総務部長
ホンダ・マレーシア・エスディーエヌ・ビーエイチディー社長 四輪事業本部

営業統括部
第二営業部長

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
電子制御開発統括部 技術評価責任者
電子制御開発企画管理部
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター ものづくりセンター
完成車開発統括部 開発戦略統括部
車両開発一部 開発企画部長
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
完成車開発統括部 開発戦略統括部
車両開発二部 開発プロセス改革部長

浦上 大介

井口 公玄

平井 秀樹

安藤 裕紀

青山 信之

水野 隆英

山本 康一

四竈 真人

京光 達哉

茂原 安志

村重 誠悟

中条 円

辻 雄士

石山 眞人

渡邊 朝生

齋藤 修



氏名 現所属 新所属
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 開発戦略統括部
開発管理推進部 開発管理推進部長
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
完成車開発統括部 完成車開発統括部
車両企画管理部長 車両開発一部長
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長
パワーユニット企画管理部長
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
パワーユニット開発二部 パワーユニット開発二部長
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
ものづくりセンター鈴鹿部長 生産技術統括部

新機種生産技術部長
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 生産技術統括部
品質部 取引先ＱＤ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
生産人材開発部長 管理統括部 総務部長
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
ＰＧ管理部 ＰＧ管理部長
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
ものづくりセンター鈴鹿 ものづくりセンター鈴鹿部長
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 品質部長
品質部
ホンダカナダ・インコーポレーテッド 四輪事業本部
製造部門担当 生産統括部

生産管理部長
南米本部 四輪事業本部
地域事業企画部長 生産統括部

経理管理部長
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
埼玉製作所 鈴鹿製作所
検査主任技術者 検査主任技術者
ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在 生産統括部

埼玉製作所
検査主任技術者

四輪事業本部 四輪事業本部
ＳＣＭ統括部長 生産統括部

埼玉製作所
生産業務部長

辻本 泰典

葭本 浩一

長谷川 隆二

大畑 栄

佐々木 正行

松持 祐司

町田 昭二

常深 英計

鬼柳 幸弘

矢野 功二

川上 恵夫

松﨑 功

伊藤 司

福永 大輔

横山 純郎



氏名 現所属 新所属
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 鈴鹿製作所
生産技術企画管理部 完成車第二工場長
ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在 生産統括部

トランスミッション製造部長
ホンダ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ駐在 四輪事業本部

生産統括部
トランスミッション製造部
鈴鹿工場長

四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
パワートレインユニット製造部長 パワートレインユニット製造部長
兼 品質管理部長
四輪事業本部 四輪事業本部
生産統括部 生産統括部
パワートレインユニット製造部 パワートレインユニット製造部
品質管理部 検査主任技術者
四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター サプライチェーン購買統括部
完成車開発統括部 調達企画部長
車両企画管理部
ホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・ 四輪事業本部
オブ・アメリカ・エル・エル・シー 駐在 サプライチェーン購買統括部

購買部長
広汽本田汽車有限公司駐在 四輪事業本部

サプライチェーン購買統括部
生販推進部長

四輪事業本部 四輪事業本部
ものづくりセンター サプライチェーン購買統括部
管理統括部 調達コスト推進部長
開発調達部長
四輪事業本部 四輪事業本部
ＳＣＭ統括部 サプライチェーン購買統括部
サプライチェーン管理部長 サプライチェーン推進部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド駐在 二輪・パワープロダクツ事業本部

事業管理部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ＳＣＭ部 ＳＣＭ部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
品質保証部長 品質保証部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
総務人事管理部長 二輪事業統括部

営業部長
人事・コーポレートガバナンス本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
労政企画部 総務人事管理部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
事業企画部長 二輪事業統括部

事業企画部長

石井 俊介

長田 展英

平石 明子

斎藤 博

栗原 努

西岡 功

岡田 浩治

鈴木 多佳生

定岡 秀樹

中尾 彰一

大迫 俊太

藤原 清隆

永野 岳人

平野 裕友

藤阪 之敏

仁野 佑太



氏名 現所属 新所属
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
サービス部長 二輪事業統括部

サービス部長
ライフクリエーション事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
新事業推進部長 パワープロダクツ事業統括部

戦略企画部長
ライフクリエーション事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
パワープロダクツ事業部長 パワープロダクツ事業統括部

パワープロダクツ事業部長
ライフクリエーション事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
マリン事業部長 パワープロダクツ事業統括部

マリン事業部長
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド駐在 二輪・パワープロダクツ事業本部

パワープロダクツ事業統括部
サービス部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
技術評価委員長 技術評価委員長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
品質改革担当 品質改革担当
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
生産企画部 ものづくり統括部

生産企画部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
購買企画部長 ものづくり統括部

購買企画部長
ホンダアールアンドディ（インディア）プライベート・リミテッド社長 二輪・パワープロダクツ事業本部

ものづくり統括部
ものづくり企画・開発部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
パワーユニット開発部 将来技術開発部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
開発基盤改革部長 開発基盤改革部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
完成車開発部 完成車開発部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
パワーユニット開発部長 パワーユニット開発部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
コンポーネント開発部長 コンポーネント開発部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
技術評価・品質改革部長 技術評価・品質改革部長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部熊本統括
商品開発部長 兼　商品開発部長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
ものづくりセンター ものづくり統括部
熊本ものづくり企画・開発部 熊本ものづくり企画・開発部長

根来 正明

西本 健一

坪田 隆志

室橋 耕策

林 秀樹

高橋 孝治

柳川 淳

萩原 耕太郎

山中 一光

丸山 智千

前原 孝次

会田 樹穂子

丸井 勇治

堀 良昭

池田 真一

松本 康宏

中山 政幸

佐藤 公亮



氏名 現所属 新所属
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
熊本製作所 ものづくり統括部
検査主任技術者 熊本製作所

検査主任技術者（熊本）
ライフクリエーション事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
細江船外機工場 ものづくり統括部
検査主任技術者 熊本製作所

検査主任技術者（細江）
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
熊本製作所 ものづくり統括部
完成車工場長 熊本製作所

完成車工場長
二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
生産企画部長 ものづくり統括部

熊本製作所
パワートレイン工場長

ライフクリエーション事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
細江船外機工場長 ものづくり統括部

熊本製作所
細江船外機工場長

二輪事業本部 二輪・パワープロダクツ事業本部
熊本製作所 ものづくり統括部
生産業務部長 熊本製作所

生産業務部長
ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・リミテッド駐在 日本本部

地域人事部長

日本本部 日本本部
法人営業部 法人営業部長

二輪事業本部 南米本部
事業管理部長 地域事業企画部長

欧州地域本部 欧州・アフリカ中東地域本部
地域事業企画部長 地域事業企画部長

欧州地域本部 欧州・アフリカ中東地域本部
四輪事業部長 欧州四輪事業部長

アフリカ・中東統括部 欧州・アフリカ中東地域本部
アフリカ・中東事務所長 アフリカ・中東事業部長

事業管理本部 中国本部
経理部 地域事業企画部長

東風本田汽車有限公司駐在 四輪事業本部
営業統括部
営業企画部長        ※2022年6月1日付

大川 道春

森田 友蔵

中川 義彦

澤村 吉信

今井 隆志

滝沢 一浩

山下 孝幸

伊藤 功志

小林 雅一

栗栖 孝徳

米田 徹郎

祐川 浩之

平田 達也

杉浦 功一
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