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お問合せ先：ティアック株式会社 広報グループ 0422－52－5009 

平成 16 年 4 月 1 日 

各 位 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 
 

  ティアック株式会社（東京都武蔵野市中町 3－7－3 代表取締役社長 坂井淑晃）は、

平成 16 年 4 月 1 日付にて組織変更及び人事異動を行いますので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．組織変更（平成 16年 4月 1 日付） 
 当社の組織改革の一環として、将来の事業展開・経営戦略の一層の充実を図るため、

別添資料のとおり、組織変更を行います。 

 今回の組織変更では、AV･情報事業については従来のビジネスユニット（BU）組織
形態を継承しますが、周辺機器事業を 4 つのビジネスユニットに分割し、利益･責任

の分担も BUごとに明確にします。 
 なお、AV･情報機器関連事業を総称して ICC（Information & Consumer Category）
と呼び、周辺機器関連事業を総称して SSC（Storage Solution Category）と呼びます。 
 

周辺機器事業 4つのビジネスユニット（BU） 
・ODBU（Optical Drive BU） 
・CSBU（Consumer Solution BU） 
・SABU（Storage & Application BU） 
・TMBU（Test Media BU） 

 

 また、組織を横方向に束ねる機能として本部制を敷き、それぞれ「購買本部」「物流

本部」「環境本部」「品質保証本部」「開発本部」とし、それぞれの専門系統の責任を明

確にして、縦組織での弱点を補完する目的を有する機能を持たせます。 
 

・購買本部 
・物流本部 
・環境本部 
・品質保証本部 
・開発本部 
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・ESBU（Environment Engineering Service BU） 
 他に全社関連組織として ESBUを設置し、入間事業所の EMC（Electro-Magnetic 
Compatibility）センターを核に EMC測定や改善のためのエンジニアリングサービス
を社外の顧客に提供してまいります。 

 

 また、日本国内のディストリビューションビジネスを担当している当社 100％出資

の子会社である株式会社ティアックシステムクリエイトのコンピュータ周辺部門につ

きましても、周辺機器事業部の BU 化に合わせ当社組織と合体、5 月に当社本社内に
統合する予定です。 

 

 
Ⅱ．役員人事（平成 16年 4月 1 日付） 
 

新  職 旧  職 継 続 職 氏 名 
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ&ｺﾝｼｭｰﾏ部門管掌
兼環境本部担当兼ES ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕ
ﾆｯﾄ担当兼品質保証本部長 

AV・情報機器事業担当 
常務取締役 中村成志 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ&ｺﾝｼｭｰﾏ部門商品
開発担当兼開発本部長 

AV商品開発担当 取締役 

技術担当 
荒木徹朗 

ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ部門商品開発

担当兼購買本部長兼開発本部

副本部長 

周辺機器商品開発担当 

取締役 大沢豪 

物流本部担当  取締役 

本社機構担当 
前中茂志 

 
 
Ⅲ．管理職人事（平成 16 年 4 月 1 日付） 
 

新  職 旧  職 継続職 氏 名 
SSC渉外担当 周辺機器事業部営業統括部長  森田正男 
物流本部長 周辺機器事業部生産統括部長  金子哲夫 

環境本部長兼 ES ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾏ
ﾈｼﾞｬｰ 

周辺機器事業部品質保証二部

長 
 

土屋勇 
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新  職 旧  職 継続職 氏 名 
OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ兼 SSC
営業統括部長兼同統括部海外

営業部長 

周辺機器事業部営業統括部 

海外営業部長 

 

及川哲夫 

CS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 周辺機器事業部開発統括部 

OPD4 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

恩田浩行 

SA ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 開発センター開発部長  露口裕司 

TM ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ   池谷修 

OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ副ﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
兼同ﾕﾆｯﾄﾌｧｰﾑｳｪｱ開発部長 

周辺機器事業部開発統括部 

OPD2 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

榎波克哉 

CS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ副ﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ   平田進一郎 

SA ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ副ﾕﾆｯﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 周辺機器事業部開発統括部 

MPD ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

井上和彦 

SSC 営業統括部副統括部長兼
同統括部業務部長 

周辺機器事業部営業統括部 

業務部長 

 
金子晃 

開発本部開発センター長   椛澤秀年 
OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ開発
部長 

周辺機器事業部開発統括部 

OPD1 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

佐藤憲一 

OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱ開発一
部長 

周辺機器事業部開発統括部 

OPD3 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

久保充正 

OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱ開発二
部長 

周辺機器事業部開発統括部 

OPD6 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

杉山昭 

OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ機構開発部長 周辺機器事業部開発統括部 

OPD5 ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 
 

渡辺孝 

OD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ OD技術部長 周辺機器事業部開発統括部 
OED ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 

 
大久保宏 

SSC営業統括部国内営業部長 周辺機器事業部営業統括部 
国内営業部長 

 
緒方昭彦 

SSC営業統括部生産管理部長 周辺機器事業部営業統括部 
技術サポート部長 

 
柿本進 

SSC品質保証部長   笠木昭夫 

ICC業務部長 業務部長  横山健之介 

ICC品質保証部長 品質保証一部長  石井俊夫 

以 上 
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【平成16年4月1日付組織図】

経営情報企画部経営情報企画部経営情報企画部経営情報企画部

財務部財務部財務部財務部

総務人事部総務人事部総務人事部総務人事部

知的財産部知的財産部知的財産部知的財産部

購買本部購買本部購買本部購買本部

物流本部物流本部物流本部物流本部

環境本部環境本部環境本部環境本部

品質保証本部品質保証本部品質保証本部品質保証本部

開発本部開発本部開発本部開発本部

監査役会監査役会監査役会監査役会 ESESESES　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

取締役会取締役会取締役会取締役会 社社社社　　長長長長 ODODODOD　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット
ピックアップピックアップピックアップピックアップ開発部開発部開発部開発部

経営会議経営会議経営会議経営会議 ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア開発一部開発一部開発一部開発一部

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア開発二部開発二部開発二部開発二部

ファームウェアファームウェアファームウェアファームウェア開発部開発部開発部開発部

機構開発部機構開発部機構開発部機構開発部

ODODODOD技術部技術部技術部技術部

CSCSCSCS　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

SASASASA　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

TMTMTMTM　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

SSCSSCSSCSSC営業統括部営業統括部営業統括部営業統括部
海外営業部海外営業部海外営業部海外営業部

国内営業部国内営業部国内営業部国内営業部

業務部業務部業務部業務部

生産管理部生産管理部生産管理部生産管理部

SSCSSCSSCSSC品質保証部品質保証部品質保証部品質保証部

CPCPCPCP国際国際国際国際　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

タスカムタスカムタスカムタスカム　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット
営業部営業部営業部営業部

開発部開発部開発部開発部

VSVSVSVS　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

情報通信情報通信情報通信情報通信　　ビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニットビジネスユニット

ICCICCICCICC業務部業務部業務部業務部

ICCICCICCICC品質保証部品質保証部品質保証部品質保証部


