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役員及び執行役員の人事に関するお知らせ 
 

 

当社は、2020年 5月 21日開催の取締役会において、任期満了に伴う改選により、役員及び執行役員の人事

を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。 

 

１． ＮＯＫ（株）  

 

   氏名 新役職名 現役職名 

 取締役       (※変更箇所に下線を入れております。) 

  重任 鶴 正登 代表取締役会長 代表取締役会長 

  同上 土居清志 代表取締役社長 代表取締役社長 

  同上 飯田二郎 代表取締役副社長 生産・海外事業管掌 代表取締役副社長 生産・海外事業管掌 

  同上 黒木安彦 代表取締役副社長 営業管掌 代表取締役副社長 営業管掌 

  同上 渡邉 哲 専務取締役 財経本部長 専務取締役 財経本部長 

  同上 長澤晋治 専務取締役 品質・環境管理管掌 専務取締役 品質・環境管理管掌 

  新任 鶴 正雄 専務取締役 事業推進本部長 常務執行役員 事業推進本部長 

  重任 法眼健作 取締役 取締役 

  同上 藤岡 誠 取締役 取締役 

  法眼健作氏、藤岡誠氏は社外取締役候補者であります。 

 

 

 

 

 



監査役   (※変更箇所に下線を入れております。) 

新任 前原 望 常勤監査役 
イーグル工業（株）・ユニマテック（株）  

監査役 

同上 渡辺英樹 常勤監査役 財経本部 財務部長 

重任 小林 修 監査役 監査役 

同上 小川秀樹 監査役 監査役 

同上 梶谷 篤 監査役 監査役 

         小林修氏、小川秀樹氏、梶谷篤氏は社外監査役候補者であります。 

 

 

執行役員   
(※変更箇所に下線を入れております。) 

  重任 沢木新一 常務執行役員 精密・Ｏリング事業部長 常務執行役員 精密・Ｏリング事業部長 

  同上 矢野武臣 常務執行役員 オイルシール事業部長 常務執行役員 オイルシール事業部長 

  同上 中村哲也 常務執行役員 ＮＢ開発本部長 常務執行役員 ＮＢ開発本部長 

  同上 菅谷良裕 常務執行役員 営業本部長 常務執行役員 営業本部長 

  同上 髙橋則幸 
常務執行役員  

業務本部長兼危機管理室長 

常務執行役員  

業務本部長兼危機管理室長 

  同上 折田純一 常務執行役員 事業推進本部副本部長 常務執行役員 事業推進本部副本部長 

  同上 山崎幸夫 執行役員 調達本部長 執行役員 調達本部長 

  同上 樋本章治 執行役員 営業本部副本部長 執行役員 営業本部副本部長 

  同上 小林正信 執行役員 防振ゴム事業部長 執行役員 防振ゴム事業部長 

  同上 中山富雄 執行役員 環境管理室長 執行役員 環境管理室長 

  同上 鎌田 浩 執行役員 品質管理室長 執行役員 品質管理室長 

  同上 齋藤慶胤 執行役員 事業推進本部副本部長 執行役員 事業推進本部副本部長 

  同上 石田光弘 執行役員 ＩＴ本部長 執行役員 ＩＴ本部長 

  同上 池崎雅人 
執行役員 タイＮＯＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

取締役社長 

執行役員 タイＮＯＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

取締役社長 

  同上 牧野利英 執行役員 樹脂・ウレタン事業部長 執行役員 樹脂・ウレタン事業部長 

  同上 大宅健司 執行役員 ガスケット・ブーツ事業部長 執行役員 ガスケット・ブーツ事業部長 

  同上 佐藤祐樹 執行役員 技術本部長兼生産技術本部長 執行役員 技術本部長兼生産技術本部長 



 退任   

藤井雅信 顧問 常勤監査役 

森 良次 顧問 常勤監査役 

黒木雄一 社長付特別技監 常務執行役員 社長特命事項担当 

 

 

２． 日本メクトロン（株）  

 

   氏名 新役職名 現役職名 

 取締役        

  重任 鶴 正登 代表取締役会長 代表取締役会長 

  同上 土居清志 代表取締役社長 代表取締役社長 

  同上 飯田二郎 取締役 取締役 

  同上 黒木安彦 取締役 取締役 

         

 監査役   (※変更箇所に下線を入れております。) 

  重任 大角悦郎 監査役 監査役 

  新任 前原 望 監査役 
イーグル工業（株）・ユニマテック（株）  

監査役 

  同上 渡辺英樹 監査役 NOK(株) 財経本部 財務部長 

   

 

 

 

  

 執行役員   

 

  重任 藤原敬三 

副社長執行役員 電子事業統括兼営業 

本部長  兼 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

タイＬｔｄ．取締役会長兼社長 

副社長執行役員 電子事業統括兼営業 

本部長  兼 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

タイＬｔｄ．取締役会長兼社長 

  同上 塚原利幸 常務執行役員 技術本部長 常務執行役員 技術本部長 

  同上 斉藤竜彦 常務執行役員 営業本部副本部長 常務執行役員 営業本部副本部長 

  同上 野本 淳 常務執行役員 経営管理本部長 常務執行役員 経営管理本部長 



  同上 
Wolfgang 

Bochtler 

常務執行役員 

メクテックヨーロッパＧｍｂＨマネージング 

ディレクター 

常務執行役員 

メクテックヨーロッパＧｍｂＨマネージング 

ディレクター 

  同上 久門博之 

常務執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

珠海Ｌｔｄ．総経理 

常務執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

珠海Ｌｔｄ．総経理 

  同上 古舘 吏 執行役員 品質統轄本部長 執行役員 品質統轄本部長 

  同上 渡津修孝 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

ベトナムＬｔｄ．取締役社長 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

ベトナムＬｔｄ．取締役社長 

  同上 太田陽一 
執行役員 

メクテックＣｏｒｐ．台湾 副董事長兼総経理 

執行役員 

メクテックＣｏｒｐ．台湾 副董事長兼総経理 

  同上 鴨井清也 執行役員 調達本部長 執行役員 調達本部長 

  同上 山崎英樹 執行役員 牛久事業部長 執行役員 牛久事業部長 

  同上 脇本雄二 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

タイＬｔｄ．マネージングディレクター 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

タイＬｔｄ．マネージングディレクター 

  同上 志賀省司 執行役員 技術本部副本部長 執行役員 技術本部副本部長 

  同上 伊藤 正 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

ベトナムＬｔｄ．取締役副社長 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ． 

ベトナムＬｔｄ．取締役副社長 

  同上 柏木大祐 執行役員 営業本部副本部長 執行役員 営業本部副本部長 

  同上 伊藤太郎 執行役員 営業本部副本部長 執行役員 営業本部副本部長 

  同上 菅野孝一 執行役員 業務本部長 執行役員 業務本部長 

  同上 鈴木康弘 執行役員 ＭＭＣＺ副総経理 執行役員 ＭＭＣＺ副総経理 

 
 

退任 

   

   藤井雅信 退任 監査役 

   森 良次 退任 監査役 

   村山雅夫 退任 常務執行役員 社長付 AMC担当 

 

 

 



３． シンジーテック（株）  

 

   氏名 新役職名 現役職名 

 取締役     

  重任 鶴 正登 代表取締役会長 代表取締役会長 

  同上 中林昭裕 代表取締役社長 代表取締役社長 

  同上 土居清志 取締役 取締役 

      

 監査役    

   現任監査役 藤井雅信氏、森良次氏に異動はありません。  

       

 執行役員  

 

  重任 鶴田修朗 常務執行役員 営業・技術担当 常務執行役員 営業・技術担当 

  同上 齋藤 茂 
執行役員 海外生産行政・改善担当 

シンジーテックベトナム Ｃｏ．，Ｌｔｄ．社長 

執行役員 海外生産行政・改善担当 

シンジーテックベトナム Ｃｏ．，Ｌｔｄ．社長 

 

なお、上記人事異動は2020年6月に開催予定の定時株主総会《ＮＯＫ㈱は6月25日開催、日本メクトロン㈱、及びシ

ンジーテック㈱は6月23日に開催予定》、ならびにその後の取締役会において正式決定されます。 

現役職名は本日現在の役職名を記載しております。2019年 6 月の改選以降、本日までの間に担当職務が変更に

なっている場合があります。 

 

 

以上 


