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平成 31 年３月４日 

各 位 

会 社 名   レシップホールディングス株式会社 

代表者名   代表取締役社長      杉 本    眞 

(コード番号 7213：東証第一部・名証第一部) 

問合せ先   執行役員管理本部長  品 川  典 弘 

(電話番号：058－324－3121) 

 

子会社の機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

当社の子会社であるレシップ株式会社、レシップエスエルピー株式会社、レシップタイ株式会社は、

平成 31 年４月１日をもって、下記の通り、機構改革および人事異動を実施しますので、お知らせい

たします。 

 

記 

１．レシップ株式会社 

（１）機構改革 

   ① 「営業本部 海外営業部」と「業務部 海外業務課」を合併し、「営業本部 海外部」を新設す

る。 

  ② 「営業本部」の傘下に、「電源営業部」「自動車営業部」を新設する。 

   ③ 「生産本部 ソリューション 1部」を、「組込システムソリューション部」に改称する。 

   ④  「生産本部 ソリューション 2部」を、「ＩＣＴ業務ソリューション部」に改称する。 

⑤ 「生産本部 海外ＳＥ部」を、「サーバ・プラットフォーム開発部」に改称する。 

⑥ 「生産本部」の傘下に、「グローバルソリューション部」を新設する。 

⑦ 「生産本部 開発部 回路開発グループ」「生産本部 開発部 新規開発グループ」を、「岐阜技

術開発部」に改称する。 

⑧ 「生産本部 技術開発部」を、「東京技術開発部」に改称する。 

⑨ 「生産本部 開発部 デザイングループ」を、「デザイン室」に改称する。 

⑩ 「品質保証部 製品評価グループ」「品質保証部 製品保証グループ」を、「品質保証部 製品

保証グループ」に統一する。 

⑪ 「品質保証部 ソフト評価グループ」「品質保証部 ソフト保証グループ」を統一し、「品質保

証部 ソフト保証１グループ」「品質保証部 ソフト保証２グループ」を新設する。 

 

（２）人事異動 

氏名 新役職 旧役職 

大原 康弘 営業本部 海外部長 営業本部 海外営業部長 

橋本 昌弘 

レシップホールディングス(株) 

執行役員（営業担当） 兼 

レシップ(株)営業本部 副本部長 兼 

自動車営業部長 

レシップホールディングス(株)執行役

員（レシップエスエルピー(株)担当） 兼 

レシップエスエルピー(株) 

代表取締役社長 兼 営業部長 
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氏名 新役職 旧役職 

仙波 将之 営業本部 電源営業部長 

レシップエスエルピー(株) 

営業部 営業担当部長 兼  

大阪営業グループ長 

山河 直美 
営業本部 自動車営業部 

架装担当部長 

レシップエスエルピー(株) 

営業部 本社営業グループ 

小林  照 

営業本部 営業推進部 副部長（東部地域

担当 兼 商品企画担当） 兼  

仙台営業所長 

営業本部 営業推進部  

副部長（東部地域担当） 

長野 晴夫 

レシップホールディングス(株)取締役 

兼 レシップ(株)取締役生産本部長 兼 

グローバルソリューション部長 兼 レ

シップエスエルピー(株)代表取締役社

長 兼 レシップエンジニアリング(株)

代表取締役社長 

レシップホールディングス(株) 

取締役 兼  

レシップ(株)取締役生産本部長 兼  

レシップエンジニアリング(株) 

代表取締役社長 

岩佐 幸治 
生産本部副本部長(開発統括担当) 兼 

レシップエスエルピー(株)技術部長 

生産本部長付部長 兼 

レシップエスエルピー(株)技術部長 

梅原 吉孝 生産本部 岐阜技術開発部長 
生産本部 開発部長 兼 

回路開発グループ長 

松下 嘉成 生産本部 東京技術開発部長 生産本部 技術開発部長 

木許 健司 生産本部 機器設計部 副部長 
生産本部 機器設計部  

ＮＡメカ設計グループ長 

廣瀬 直之 生産本部 機器設計部 副部長 
生産本部 機器設計部  

ＰＩＳメカ設計グループ長 

宮澤 一次 
生産本部 組込システムソリューション

部長 
生産本部 ソリューション１部長 

河田 博之 
生産本部 組込システムソリューション

部 副部長 
生産本部 ソリューション１部 副部長 

田口 健司 
生産本部 組込システムソリューション

部 副部長 
生産本部 ソリューション１部 副部長 

石川 善昭 
生産本部 ＩＣＴ業務ソリューション部

長 
生産本部 ソリューション２部長 

野村 勝彦 
生産本部 ＩＣＴ業務ソリューション部 

副部長 
生産本部 ソリューション２部 副部長 

佐野 高信 

生産本部 サーバ・プラットフォーム開

発部長 兼 

グローバルソリューション部 担当部長 

生産本部 海外ＳＥ部長 
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氏名 新役職 旧役職 

白木  彰 

生産本部 ＩＣＴ業務ソリューション部 

副部長 兼 サーバ・プラットフォーム開

発部 副部長 

生産本部 ソリューション２部 副部長 

塩尻 浩久 
生産本部 グローバルソリューション部 

担当部長 
生産本部長付海外技術担当部長 

廣瀬 勝己 
生産本部 グローバルソリューション部 

担当部長 
生産本部長付担当部長 

野口 紀彦 
生産本部 グローバルソリューション部 

担当部長 
生産本部長付担当部長 

田村  博 
生産本部 グローバルソリューション部 

担当部長 
生産本部担当部長 

 

２．レシップエスエルピー株式会社 

（１）人事異動 

氏名 新役職 旧役職 

貝川 周次 技術部 輸送機器 兼 VE 担当部長 技術部 副部長 

 

３．レシップタイ株式会社 

（１）人事異動 

氏名 新役職 旧役職 

梅田 健司 代表取締役社長 
レシップエスエルピー株式会社 

営業部 本社営業グループ 

以 上 


