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●本件についてのお問い合わせ先

広報・IR室　Tel: 075-414-7131  Fax: 075-431-6500  URL: www.screen.co.jp

2011年2月28日

部長級、グループ企業取締役の異動、および機構改革について

大日本スクリーン製造株式会社は、2011年4月1日付で以下のとおり、部長級、グループ企業取締
役の異動、および機構改革を予定しておりますので、お知らせします。

1.	部長級の異動
【直轄組織】

氏名 新職 旧職 継続職
中村　博昭 広報室長 ビジネスサービスセンター 総

務グループ長

石川　義久 IR室長

橋本　邦久 グループG10グループ長
兼　同 商事部長

メディアアンドプレシジョンテ
クノロジーカンパニー副社長
兼　同 事業統轄部長

【経営戦略本部】

氏名 新職 旧職 継続職
上志　正博 経営企画室長

【開発・製造本部】

氏名 新職 旧職 継続職
倉　光巌 生産推進室長

高田　忠司 グループTAKUMI B&A もの
づくり改革部長

【メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
六反　正道 カンパニー副社長

兼　同 事業統轄部長
広報･IR室長

朝永　正雄 事業統轄部 副統轄部長 事業統轄部 事業推進部長

川田　亨 商品開発統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 第二インク
ジェット商品開発部長
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氏名 新職 旧職 継続職
柿田　高徳 商品開発統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 ソリューショ

ン推進部長

長　正道 製造統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長
兼　同 ダイレクトイメージン
グ商品開発部長

白石　康人 事業統轄部 事業推進部長

高岡　伸一郎 ビジネス統轄部 サポートビジ
ネス部長

足立　裕之 商品開発統轄部 ソリューショ
ン推進部長

川端　元順 商品開発統轄部 ダイレクトイ
メージング商品開発部長

【半導体機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
白川　元 プロセス技術統轄部 副統轄部

長
プロセス技術統轄部 プロセ
ス技術一部長

村山　稔 洗浄技術統轄部 副統轄部長 技術開発センター ソフト開発
グループ ソフト第二技術部長

藤井　康徳 製造統轄部 洗浄品質管理部長 製造統轄部 洗浄製造部長 製造統轄部 副統轄部長

鎌谷　和也 洗浄技術統轄部 ソフトウエア
技術部長

技術開発センター ソフト開発
グループ ソフト第三技術部長

山口　康成 製造統轄部 洗浄製造部長

河上　悟 営業統轄部 営業四部長

【FPD機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
志摩　泰正 カンパニー副社長 製造統轄部長

上野　誠二 営業統轄部長 営業統轄部 副統轄部長
兼　同 営業部長

吉野　裕文 PVソリューション統轄部長
兼　同 営業部長
同 ソリューションビジネス部
長

営業統轄部 ソリューション営
業部長

木瀬　一夫 開発統轄部長
兼　同 技術開発部長

彦根工場 副工場長
兼　同 製品開発部長

児玉　光正 PVソリューション統轄部 PV
ビジネス部長

豊田　素也 開発統轄部 製品開発部長
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【技術開発センター】

氏名 新職 旧職 継続職
寺嶋　幸三 技術開発グループ長 シニアコーディネータ

兼　同 技術開発グループ 機
械第一技術部長

泉　昭 シニアコーディネータ 技術開発グループ プロセス技
術部長

中村　憲彦 ソフト開発グループ長 （株）エステンナイン京都
代表取締役社長

和田　宏隆 知財グループ長 経営戦略本部 総合戦略室長

足立　秀喜 技術開発グループ 開発管理部
長

技術開発グループ 機械第二技
術部長

山本　昌宏 技術開発グループ 機械第二技
術部長

技術開発グループ 画像処理技
術部長

中西　英俊 技術開発グループ 画像処理技
術部長

【ビジネスサービスセンター】

氏名 新職 旧職 継続職
河原林　正 総務グループ長 総務グループ 総務部長

薄井　義博 海外サポートグループ長 DAINIPPON SCREEN 
(NEDERLAND) B.V.
取締役会長

髙野　幸一 人事グループ 人事サービス部
長

2.	グループ企業取締役の異動
氏名 新職 旧職 継続職
廣島　望介 （株）テックコミュニケーショ

ンズ
取締役会長

（株）テックコミュニケーショ
ンズ
代表取締役社長

友久　国雄 （株）テックコミュニケーショ
ンズ
代表取締役社長

森本　裕 （株）テックコミュニケーショ
ンズ
常務取締役

（株）テックコミュニケーショ
ンズ
取締役

守屋　健 （株）トランザップ ジャパン
取締役会長

（株）トランザップ ジャパン
代表取締役社長
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氏名 新職 旧職 継続職
猪飼　勝美 （株）トランザップ ジャパン

代表取締役社長
（株）トランザップ ジャパン
取締役

馬場　恒夫 （株）メディアテクノロジー 
ジャパン
代表取締役社長

（株）メディアテクノロジー 
ジャパン
常務取締役

木谷　活 （株）メディアテクノロジー 
ジャパン
常務取締役

（株）メディアテクノロジー 
ジャパン
取締役

雨森　章 （株）エムティサービス東日本
代表取締役社長

（株）メディアテクノロジー 
ジャパン
代表取締役社長

清水　文隆 （株）クォーツリード
常務取締役

桐栄　敬二 （株）サーク
代表取締役社長

大日本スクリーン製造（株）
技術開発センター シニアコー
ディネータ
兼　同 技術開発グループ長
兼　同 開発管理部長

羽富　眞佐男 （株）サーク
監査役

野地　正博 （株）SEBACS
取締役

安江　淳 （株）SOKUDO
取締役

大原　節夫 （株）エステンナイン京都
代表取締役社長

笠松　敏雄 （株）イニタウト ジャパン
代表取締役社長

大日本スクリーン製造（株）
技術開発センター ソフト開発
グループ長

鈴鹿　直道 （株）都凛々
代表取締役社長

（株）リバージョン65
代表取締役社長

Kees Mulder DAINIPPON SCREEN 
(NEDERLAND) B.V.
取締役社長

田中　志佳 DAINIPPON SCREEN 
(NEDERLAND) B.V.
取締役

末森　政人 DAINIPPON SCREEN MT 
(HANGZHOU) CO., LTD.
董事長・総経理

DAINIPPON SCREEN MT 
(HANGZHOU) CO., LTD.
董事・総経理
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氏名 新職 旧職 継続職
高田　一郎 SCREEN MEDIA 

TECHNOLOGY LTD.
董事長・総経理

DAINIPPON SCREEN 
(CHINA) LTD.
董事長

James 
Beard

DNS ELECTRONICS, LLC
取締役

黄
ファン
　舋
シン

DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (TAIWAN) 
CO., LTD.
董事

Robert I. 
Bernstein

D.S. NORTH AMERICA 
HOLDINGS, INC.
取締役副社長

D.S. NORTH AMERICA 
HOLDINGS, INC.
取締役

樋口　義之 D.S. NORTH AMERICA 
HOLDINGS, INC.
取締役副社長

3.	機構改革
■	直轄組織
・ 広報･IR室を広報室とIR室に分割
・ グループG10を新設し、商事部を設置

■開発・製造本部
・ グループTAKUMI B&Aを新設し、ものづくり改革部を設置

■半導体機器カンパニー
・ 洗浄技術統轄部：ソフトウエア技術部を設置
・ 営業統轄部：営業四部を設置

■FPD機器カンパニー
・ PV推進部を廃止
・ 営業統轄部：営業部とソリューション営業部を廃止
・ PVソリューション統轄部を新設し、営業部、PVビジネス部、ソリューションビジネス部を設置
・ 彦根工場 ： 製造統轄部に改称
      製品開発部を廃止
・ 開発統轄部を新設し、製品開発部と技術開発部を設置

■技術開発センター
・ ソフト開発グループ ： 開発推進部をソフト開発推進部に改称
      ソフト第一技術部をソフト技術部に改称
      ソフト第二技術部とソフト第三技術部を廃止

■ビジネスサービスセンター
・ 海外サポートグループを新設


