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2014年9月12日 

グループ企業取締役、監査役等の委嘱業務、          

部長級人事および新機構について 

大日本スクリーン製造株式会社は、2014年10月1日付で実施する持株会社体制への移行に伴い、事

業承継を行うグループ企業の取締役、監査役等の委嘱業務、部長級人事および新機構につきまして、以

下のとおりお知らせいたします。 

 

1. グループ企業取締役  

【株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

須原 忠浩 代表取締役社長 大日本スクリーン製造株式会社 

専務執行役員 

半導体機器カンパニー社長 

 

内田 博文 取締役 

開発統轄部長 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

上席執行役員 

半導体機器カンパニー副社長 

開発統轄部長 

 

安藤 公人 取締役 

製造統轄部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

上席執行役員 

半導体機器カンパニー副社長 

製造統轄部長 

 

後藤 正人 取締役 

洗浄技術統轄部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

上席執行役員 

半導体機器カンパニー副社長 

洗浄技術統轄部長 

 

Olivier Vatel 取締役 

最高技術責任者（CTO） 

  

垣内 永次 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

代表取締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO） 

株式会社SCREENホー

ルディングス 代表取

締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO）

沖 勝登志 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

経営戦略本部長 

広報･IR／GPS／G10担当 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

経営戦略担当 
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氏名 新職 旧職 重要な兼職 

灘原 壮一 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

最高技術責任者（CTO） 

技術開発センター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

最高技術責任者（CTO）

技術開発担当 

近藤 洋一 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

最高財務責任者（CFO） 

管理本部長（理財･総務担当） 

ビジネスサービスセンター 副セ

ンター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

最高財務責任者（CFO）

経理･財務担当 

谷田 研一 監査役 大日本スクリーン製造株式会社 

安全保障貿易管理室長 

 

 

【株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

青木 克彦 代表取締役社長 大日本スクリーン製造株式会社 

上席執行役員 

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー社長 

 

山本 均 取締役 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

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 

 

鶴谷 佳憲 取締役 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

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 

 

六反 正道 取締役 大日本スクリーン製造株式会社 

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 

 

垣内 永次 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

代表取締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO） 

株式会社SCREENホー

ルディングス 代表取

締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO）

近藤 洋一 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

最高財務責任者（CFO） 

管理本部長（理財･総務担当） 

ビジネスサービスセンター 副セ

ンター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

最高財務責任者（CFO）

経理･財務担当 
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氏名 新職 旧職 重要な兼職 

馬場 恒夫 取締役（非常勤）  株式会社メディアテク

ノロジー ジャパン 代

表取締役社長 

石川 義久 監査役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

広報･IR室長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 広報･IR

室長 

 

【株式会社SCREENファインテックソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

林 隼人 会長 大日本スクリーン製造株式会社 

常務執行役員 

FPD機器カンパニー会長 

 

廣江 敏朗 代表取締役社長 大日本スクリーン製造株式会社 

上席執行役員 

FPD機器カンパニー社長 

 

志摩 泰正 取締役 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

FPD機器カンパニー副社長 

 

上野 誠二 取締役 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

FPD機器カンパニー副社長 

 

垣内 永次 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

代表取締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO） 

株式会社SCREENホー

ルディングス 代表取

締役 取締役社長 

最高執行責任者（COO）

沖 勝登志 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

経営戦略本部長 

広報･IR／GPS／G10担当 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

経営戦略担当 

上原 博 監査役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

経営戦略本部 経営企画室 

株式会社SCREENホー

ルディングス 経営企

画室 

 

【株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

嶋治 克己 代表取締役社長 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

製造本部長 

兼 同 グループTAKUMI B&A 

グループ長 
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氏名 新職 旧職 重要な兼職 

高田 忠司 取締役 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

製造本部 グループTAKUMI B 

&A ものづくり改革部長 

 

灘原 壮一 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

最高技術責任者（CTO） 

技術開発センター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

最高技術責任者（CTO）

技術開発担当 

上志 正博 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

経営戦略本部 

経営企画室長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 執行役

員 

経営企画室長 

倉 光巌 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

製造本部 副本部長 

兼 同 生産推進室長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 購買企

画室長 

白石 康人 監査役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 事業統轄部

長 

兼 同 事業推進部長 

株式会社SCREENグラ

フィックアンドプレシ

ジョンソリューション

ズ 事業統轄部長 

兼 同 事業推進部長 

 

【株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

南島 新 取締役会長（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

管理本部副本部長（人事担当） 

ビジネスサービスセンター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

総務･人事担当 

河原林 正 代表取締役社長 大日本スクリーン製造株式会社 

管理本部 総務･人事グループ長

 

深田 和久 取締役 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

ビジネスサービスセンター ビジ

ネスサポートグループ長 

兼 同 エリアサポート部長 

 

近藤 洋一 取締役（非常勤） 

 

大日本スクリーン製造株式会社 

常務取締役 

最高財務責任者（CFO） 

管理本部長（理財･総務担当） 

ビジネスサービスセンター 副セ

ンター長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 常務取

締役 

最高財務責任者（CFO）

経理･財務担当 

 

 

 



 

 5/13

氏名 新職 旧職 重要な兼職 

中村 博昭 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

秘書室長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 執行役

員 

秘書室長 

上志 正博 取締役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

執行役員 

経営戦略本部 

経営企画室長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 執行役

員 

経営企画室長 

太田 祐史 監査役（非常勤） 大日本スクリーン製造株式会社 

管理本部 理財グループ長 

兼 同 経理部長 

株式会社SCREENホー

ルディングス 経理･財

務室長 

 

2. グループ企業人事 

【株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ】＜2014年10月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

岡本 昭彦 経営企画部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 

 

大塚 純二 事業統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部長 

 

Charles 

Pieczulewski 

事業統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 副統轄部長 

 

Luke Chang 事業統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 副統轄部長 

 

森 義弘 事業統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 副統轄部長 

 

石村 学 事業統轄部 副統轄部長 

兼 同 業務部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 業務部長 

 

今井 渉 事業統轄部 事業推進部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 事業推進部長 

 

杉本 憲司 事業統轄部 事業企画部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 事業企画部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

矢田 悟 事業統轄部 商品戦略部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 商品戦略部長 

 

杉本 洋昭 事業統轄部 新事業･技術リ

サーチ部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 新事業･技術リサーチ部長 

 

太田 等 事業統轄部 検査･計測機器ビ

ジネス部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 事業統轄

部 検査･計測機器ビジネス部長

 

堀口 幸男 営業統轄部長 

兼 同 欧米星営業部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 営業統轄

部長 

兼 同 欧米星営業部長 

 

大川 博之 営業統轄部 副統轄部長 

兼 同 国内営業部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 営業統轄

部 副統轄部長 

兼 同 国内営業部長 

 

山田 光浩 営業統轄部 副統轄部長 

兼 同 台湾営業部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 営業統轄

部 副統轄部長 

兼 同 台湾営業部長 

 

河上 悟 営業統轄部 東アジア営業部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 東アジア

営業部長 

 

西田 啓二 PS統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー PS統轄

部長 

 

北野 智士 PS統轄部 副統轄部長 

兼 同 グローバルパーツセン

ター 部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー PS統轄

部 副統轄部長 

 

栗田 久文 PS統轄部 ポストセールス部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー PS統轄

部 ポストセールス部長 

 

長谷川 公二 洗浄技術統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 副統轄部長 

 

武内 雅彦 洗浄技術統轄部 副統轄部長 

兼 同 設計一部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 副統轄部長 

兼 同 設計一部長 

 

 



 

 7/13

氏名 新職 旧職 継続職 

村山 稔 洗浄技術統轄部 設計二部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 設計二部長 

 

新居 健一郎 洗浄技術統轄部 設計三部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 設計三部長 

 

西村 剛幸 洗浄技術統轄部 技術管理部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 技術管理部長 

 

岩見 優樹 洗浄技術統轄部 開発一部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 開発一部長 

 

大橋 泰彦 洗浄技術統轄部 開発二部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 洗浄技術

統轄部 開発二部長 

 

森田 彰彦 スピンナー技術統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー スピン

ナー技術統轄部長 

 

小山 康文 スピンナー技術統轄部 副統轄

部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー スピン

ナー技術統轄部 副統轄部長 

 

西村 英司 スピンナー技術統轄部 スピン

ナー管理部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー スピン

ナー技術統轄部 スピンナー管理

部長 

 

山本 喜人 スピンナー技術統轄部 製品技

術部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー スピン

ナー技術統轄部 製品技術部長 

 

稲垣 幸彦 スピンナー技術統轄部 技術開

発部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー スピン

ナー技術統轄部 技術開発部長 

 

矢野 守隆 スピンナー技術統轄部 カスタ

マー技術部長 

大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部 品質保証部 

 

矢彦 宏二 製造統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 副統轄部長 

 

弓削 俊哉 製造統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 副統轄部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

谷澤 光正 製造統轄部 生産管理部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 生産管理部長 

 

佐藤 誠一郎 製造統轄部 購買部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 購買部長 

 

小條 泰弘 製造統轄部 製造部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 製造部長 

 

赤井 文昭 製造統轄部 品質管理部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 品質管理部長 

 

井隼 晃司 製造統轄部 作業安全推進部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 製造統轄

部 作業安全推進部長 

 

田中 眞人 開発統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 開発統轄

部 副統轄部長 

 

白川 元 開発統轄部 開発一部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 開発統轄

部 開発一部長 

 

浅井 正也 開発統轄部 開発二部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 開発統轄

部 開発二部長 

 

小林 一平 開発統轄部 開発三部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 開発統轄

部 開発三部長 

 

濱田 哲也 品質統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部長 

 

赤尾 喜代志 品質統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部 副統轄部長 

 

藤田 充宏 品質統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部 副統轄部長 

 

反保 敏治 品質統轄部 品質システム部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部 品質システム部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

森戸 敏之 品質統轄部 品質保証部長 大日本スクリーン製造株式会社 

半導体機器カンパニー 品質統轄

部 品質保証部長 

 

 

【株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ】＜2014年10月4日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

木谷 孝則 新事業企画部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 新事業企画

部長 

 

白石 康人 事業統轄部長 

兼 同 事業推進部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 事業統轄部

長  

兼 同 事業推進部長 

 

柿田 高徳 ビジネス統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ビジネス統

轄部長 

 

藤井 明宏 ビジネス統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ビジネス統

轄部 副統轄部長 

 

三浦 一成 ビジネス統轄部 MTビジネス部

長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ビジネス統

轄部 MTビジネス部長 

 

奥西 哲也 ビジネス統轄部 PEビジネス部

長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ビジネス統

轄部 PEビジネス部長 

 

田中 志佳 ビジネス統轄部 マーケティン

グ部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ビジネス統

轄部 マーケティング部長 

 

高田 敏和 ソリューション統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ソリュー

ション統轄部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

浄光 弘之 ソリューション統轄部 グロー

バルソリューション部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ソリュー

ション統轄部 グローバルソ

リューション部長 

 

足立 裕之 ソリューション統轄部 サポー

トビジネス部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー ソリュー

ション統轄部 サポートビジネス

部長 

 

川田 亨 商品開発統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部長 

 

伊藤 和彦 商品開発統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 副統轄部長 

 

墨岡 勉 商品開発統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 副統轄部長 

 

菅 和真 商品開発統轄部 副統轄部長 

兼 同 デバイス開発部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 副統轄部長 

兼 同 デバイス開発部長 

 

川端 元順 商品開発統轄部 第一商品開発

部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 第一商品開発部長 

 

連 国男 商品開発統轄部 第二商品開発

部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 第二商品開発部長 

 

藤原 成章 商品開発統轄部 第三商品開発

部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 第三商品開発部長 

 

弘田 宗正 商品開発統轄部 ソフトウェア

商品開発部長 

大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 商品開発統

轄部 ソフトウェア商品開発部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

長 正道 製造統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 製造統轄部

長 

 

穴吹 栄満 製造統轄部 副統轄部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 製造統轄部 

副統轄部長 

 

綾田 裕 製造統轄部 管理部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 製造統轄部 

管理部長 

 

吉田 徹 製造統轄部 製造部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 製造統轄部 

製造部長 

 

森 哲 製造統轄部 品質保証部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

メディアアンドプレシジョンテク

ノロジーカンパニー 製造統轄部 

品質保証部長 

 

＊10月1日付、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更 

 

【株式会社SCREENファインテックソリューションズ】＜2014年10月4日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

豊田 素也 事業推進部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

FPD機器カンパニー 事業統轄部

長 

 

木崎 幸治 成膜応用ビジネス部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

FPD機器カンパニー 成膜応用技

術統轄部 ウェット･コーティン

グ部長 

 

志摩 泰正 液晶事業統轄部長  取締役 

上野 誠二 液晶事業統轄部 副統轄部長  取締役 

浜川 雅之 液晶事業統轄部 FPD営業部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

FPD機器カンパニー FPD営業統

轄部 FPD営業部長 

 

竹村 敏樹 液晶事業統轄部 技術部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

FPD機器カンパニー 製造統轄部 

第一技術部長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

西村 良明 液晶事業統轄部 製造部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

FPD機器カンパニー 製造統轄部 

製造部長 

 

＊10月1日付、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更 

 

【株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ】＜2014年10月4日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

髙田 忠司 管理部長  取締役 

宮崎 龍一 生産技術部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

製造本部 グループTAKUMI B 

&A ものづくり改革部 

 

＊10月1日付、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更 

 

【株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ】＜2014年10月4日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

岸 純一 総合サポート部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

ビジネスサービスセンター ビジ

ネスサポートグループ シェアー

ドサービス部長 

 

深田 和久 ビジネスサポート部長 

兼 エリアサポート部長 

 取締役 

西原 敏明 環境安全健康部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

ビジネスサービスセンター ビジ

ネスサポートグループ 環境安全

健康部長 

 

日名 智 ITサポート部長 大日本スクリーン製造株式会社＊

ビジネスサービスセンター 情報

システムグループ 

 

＊10月1日付、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更 

 

3. 新機構  

 ■株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ  

 ＜2014年10月1日付 半導体機器カンパニー事業を承継予定＞ 

  ・（直轄部門）：経営企画部 

  ・事業統轄部： 事業推進部、業務部、事業企画部、商品戦略部、新事業･技術リサーチ部、 

検査･計測機器ビジネス部 

  ・営業統轄部：国内営業部、東アジア営業部、台湾営業部、欧米星営業部 

  ・PS統轄部：グローバルパーツセンター、ポストセールス部 

  ・洗浄技術統轄部：設計一部、設計二部、設計三部、技術管理部、開発一部、開発二部 
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  ・スピンナー技術統轄部：スピンナー管理部、製品技術部、技術開発部、カスタマー技術部 

  ・製造統轄部：生産管理部、購買部、製造部、品質管理部、作業安全推進部 

  ・開発統轄部：開発一部、開発二部、開発三部 

  ・品質統轄部：品質システム部、品質保証部 

 

■株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ  

＜2014年10月4日付 メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー事業を承継予定＞ 

  ・（直轄部門）：新事業企画部 

  ・事業統轄部：事業推進部 

  ・ビジネス統轄部：MTビジネス部、PEビジネス部、マーケティング部 

  ・ソリューション統轄部：グローバルソリューション部、サポートビジネス部 

  ・商品開発統轄部：第一商品開発部、第二商品開発部、デバイス開発部、第三商品開発部、 

ソフトウェア商品開発部 

  ・製造統轄部：管理部、製造部、品質保証部 

 

■株式会社SCREENファインテックソリューションズ 

  ＜2014年10月4日付 FPD機器カンパニー事業を承継予定＞ 

・（直轄部門）：事業推進部 

・（直轄部門）：成膜応用ビジネス部 

・液晶事業統轄部：FPD営業部、技術部、製造部 

 

■株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ 

  ＜2014年10月4日付 製造本部機能を承継予定＞ 

・（直轄部門）：管理部 

・（直轄部門）：生産技術部 

 

■株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ 

  ＜2014年10月4日付 ビジネスサービスセンター機能を承継予定＞ 

・（直轄部門）：総合サポート部 

・（直轄部門）：ビジネスサポート部 

・（直轄部門）：エリアサポート部 

・（直轄部門）：環境安全健康部 

・（直轄部門）：ITサポート部 


