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2016年2月26日 
  株式会社SCREENホールディングス 

取締役、執行役員、部長級、 
系列グループ会社取締役の異動および機構改革のお知らせ 

＜株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ＞ 

株式会社SCREENホールディングスは、グループ会社である株式会社SCREENセミコンダクターソリュー
ションズの取締役、執行役員、部長級、系列グループ会社取締役の異動および機構改革につきまして、以
下のとおりお知らせいたします。 

1. 取締役 ＜2016年4月1日付＞ 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

須原 忠浩 代表取締役 
社長執行役員 

代表取締役社長 Laser Systems & 
Solutions of Europe 
SASU 取締役社長 

後藤 正人 常務執行役員 
生産統轄担当 
CCS製品統轄部長 

洗浄技術統轄部長 取締役 

Vatel Olivier 常務執行役員 
技術／製品ポートフォリオ担当
アライアンス担当 

 取締役 
最高技術責任者（CTO） 

2. 執行役員 ＜2016年4月1日付＞ 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

内田 博文 常務執行役員 
開発統轄担当 
品質統轄担当 
彦根地区担当 

取締役 
開発統轄部長 

 

安藤 公人 常務執行役員 
東京地区担当 

取締役 
製造統轄部長 

CSR担当 
 

西田 啓二 執行役員 
SCREEN SPE Taiwan Co., 
Ltd. 董事長・総経理 

PS統轄部長  

野口 裕美 執行役員 
経営戦略統轄担当 

SCREEN HD Singapore 
PTE. Ltd. 取締役社長 
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氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

園田 敦 執行役員 
グローバルフィールド事業部長
兼 同 フィールドマネジメント
部長 

SCREEN SPE Taiwan Co., 
Ltd. 董事・総経理 

 

山田 光浩 執行役員 
グローバルセールス統轄部長 

アカウント営業統轄部長  

3. 部長級 ＜2016年4月1日付＞ 

氏名 新職 旧職 継続職 

田中 眞人 開発統轄部長 開発統轄部 副統轄部長  

大塚 純二 シニア・ストラテジー・エグゼ
クティブﾞ 
兼 CTO室長 

事業統轄部長 
兼 同 GP推進部長 

 

藤井 康德 業務改革推進部長 グローバル安全管理部長 シニア・プロダクト・テクノ
ロジスト 

石村 学 経営戦略統轄部長 
兼 同 経営管理部長 

事業統轄部 副統轄部長 
兼 同 業務部長 

 

森田 彰彦 TS製品統轄部長 
兼 CCS製品統轄部 副統轄部
長 

スピンナー技術統轄部長  

堀口 幸男 FTM製品統轄部長 営業統轄部長 
兼 同 欧米星営業部長 

 

長谷川 公二 生産統轄部長 
兼 同 生産管理部長 

洗浄技術統轄部 副統轄部長  

小山 康文 びわこ工場長 スピンナー技術統轄部  
副統轄部長 

 

藤田 充宏 品質統轄部長 品質統轄部 副統轄部長  

今井 渉 経営戦略統轄部 副統轄部長 
兼 同 経営戦略部長 

輸出管理部長 
兼 事業統轄部 事業推進部
長 

 

成瀬 務 グローバルセールス統轄部  
副統轄部長 
兼 同 アカウント営業一部長 

アカウント営業統轄部  
アカウント営業一部長 
 

 

Jeon James CCS製品統轄部 副統轄部長   
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氏名 新職 旧職 継続職 

Pieczulewski 
Charles 

TS製品統轄部 副統轄部長 事業統轄部 副統轄部長  

矢野 守隆 TS製品統轄部 副統轄部長 スピンナー技術統轄部  
副統轄部長 

 

森 義弘 FTM製品統轄部 副統轄部長 
兼 同 プロダクトマネジメント
部長 

開発統轄部 副統轄部長  

小林 一平 FTM製品統轄部 副統轄部長 
兼 同 熱処理プロダクト部長 

開発統轄部 開発三部長  

弓削 俊哉 びわこ工場 副工場長 製造統轄部 副統轄部長 
兼 同 品質管理部長 

 

北野 智士 グローバルフィールド事業部  
副事業部長 
兼 同 グローバルパーツセン
ター部長 

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 

 

赤尾 喜代志 品質統轄部 副統轄部長 品質統轄部 副統轄部長  

杉本 憲司 CSR部長 事業統轄部 事業企画部長  

荒木 浩之 経営戦略統轄部 企画部長   

白川 元 開発統轄部  
洗浄プロセス開発部長 

開発統轄部 開発一部長  

浅井 正也 開発統轄部  
リソプロセス開発部長 

開発統轄部 開発二部長  

佐藤 雅伸 開発統轄部 プロセス解析部長   

増田 浩志 グローバルセールス統轄部  
国内営業部長 

営業統轄部 国内営業部長  

河上 悟 グローバルセールス統轄部  
韓国営業部長 

営業統轄部 韓国営業部長  

助田 淳一 グローバルセールス統轄部  
欧米星営業部長 

  

蛯名 雅彦 グローバルセールス統轄部  
アカウント営業二部長 

アカウント営業統轄部  
アカウント営業二部長 

 

岩本 正巳 CCS製品統轄部  
プロダクトマネジメント部長 

洗浄技術統轄部 設計四部長  

新居 健一郎 CCS製品統轄部  
アプリケーション技術部長 

洗浄技術統轄部 開発一部長  
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氏名 新職 旧職 継続職 

大橋 泰彦 CCS製品統轄部 製品技術部長 洗浄技術統轄部 開発二部長  

足立 高夫 CCS製品統轄部  
制御システム技術部長 

洗浄技術統轄部 設計二部長  

近藤 仁 CCS製品統轄部  
標準化設計部長 

洗浄技術統轄部 設計一部長  

澤村 雅視 CCS製品統轄部 製造設計部長 洗浄技術統轄部 設計三部長  

西村 英司 TS製品統轄部  
プロダクトマネジメント部長 

技術情報管理部長  

稲垣 幸彦 TS製品統轄部 技術開発部長 スピンナー技術統轄部  
技術開発部長 

 

三橋 毅 TS製品統轄部 製品開発部長 スピンナー技術統轄部  
製品技術部長 

 

山本 喜人 TS製品統轄部 製品技術部長 スピンナー技術統轄部  
カスタマー技術部長 

 

太田 等 FTM製品統轄部  
検査計測プロダクト部長 

事業統轄部  
検査・計測機器ビジネス部長

 

谷澤 光正 生産統轄部  
ロジスティックス部長 

製造統轄部 生産管理部長  

赤井 文昭 生産統轄部 調達管理部長 製造統轄部 購買部長  

大西 研作 びわこ工場 製造部長   

小條 泰弘 びわこ工場 製品管理部長 製造統轄部 製造部長  

岩見 優樹 グローバルフィールド事業部  
ポストセールス部長 

PS統轄部  
ポストセールス部長 

 

反保 敏治 品質統轄部  
品質マネジメント部長 

品質統轄部  
品質システム部長 

 

西村 剛幸 品質統轄部 品質保証部長 品質統轄部 品質保証部長  

4. 系列グループ会社取締役 ＜2016年4月1日付＞ 

【株式会社クォーツリード】 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 重要な兼務職 

矢彦 宏二 代表取締役社長 株式会社SCREENセミコン
ダクターソリューションズ
製造統轄部 副統轄部長 
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【株式会社サーク】 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 重要な兼務職 

濱田 哲也 代表取締役社長 株式会社SCREENセミコン
ダクターソリューションズ
品質統轄部長 

 

【SCREEN HD Singapore PTE. Ltd.】 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 重要な兼務職 

岡本 昭彦 代表取締役社長 株式会社SCREENセミコン
ダクターソリューションズ
経営企画部長 

 

【SCREEN SPE Taiwan Co., Ltd.】 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 重要な兼務職 

西田 啓二 董事長・総経理 株式会社SCREENセミコン
ダクターソリューションズ
PS統轄部長 

株式会社SCREENセミコン
ダクターソリューションズ 
執行役員 

5. 機構改革 ＜2016年4月1日付＞ 
■執行役員制を導入し、事業執行の機能を強化 
 
■直轄部門 
 ：経営企画部を廃止 
 ：輸出管理部を廃止 
 ：技術情報管理部を廃止 
 ：グローバル安全管理部を廃止 
 ：業務改革推進部を新設 
 ：CSR部を新設 
 ：CTO室を新設 
 
■事業統轄部を経営戦略統轄部に改称 
 ：事業推進部を廃止し、経営戦略部を新設 
 ：業務部を経営管理部に改称 
 ：事業企画部を企画部に改称 
 ：検査･計測ビジネス部を廃止 
 
■開発統轄部 
 ：開発一部を洗浄プロセス開発部に改称 
 ：開発二部をリソプロセス開発部に改称 
 ：開発三部を廃止 
 ：プロセス解析部を新設 
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■営業統轄部、アカウント営業統轄部を廃止し、グローバルセールス統轄部を新設 
 ：営業統轄部の国内営業部、韓国営業部、欧米星営業部を編入 
 ：アカウント営業統轄部のアカウント営業一部、アカウント営業二部を編入 
 
■洗浄技術統轄部をCCS製品統轄部に改称 
 ：設計一部、設計二部、設計三部、設計四部、開発一部、開発二部を廃止し、プロダクトマネジメント部、 
  アプリケーション技術部、製品技術部、制御システム技術部、標準化設計部、製造設計部を新設 
 
■スピンナー技術統轄部を TS製品統轄部に改称 
 ：製品技術部、技術開発部、カスタマー技術部を廃止し、プロダクトマネジメント部、技術開発部、製品 
  開発部、製品技術部を新設 
 
■FTM製品統轄部を新設 
 ：プロダクトマネジメント部を新設 
 ：熱処理プロダクト部を新設 
 ：検査計測プロダクト部を新設 
 
■製造統轄部を廃止 
 ：生産管理部を生産統轄部に移管 
 ：製造部をびわこ工場に移管 
 ：購買部を廃止し、その機能を生産統轄部の調達管理部に移管 
 ：品質管理部を廃止し、その機能をびわこ工場の製品管理部に移管 
 ：作業安全推進部を廃止 
 
■生産統轄部を新設 
 ：製造統轄部の生産管理部を編入 
 ：ロジスティックス部を新設 
 ：調達管理部を新設 
 
■びわこ工場を新設 
 ：製造統轄部の製造部を編入 
 ：製品管理部を新設 
 
■PS 統轄部をグローバルフィールド事業部に改称 
 ：フィールドマネジメント部を新設 
 ：グローバルパーツセンターを継続して設置 
 ：ポストセールス部を継続して設置 
 
■品質統轄部 
 ：品質システム部を品質マネジメント部に改称 
 ：品質保証部を継続して設置 
 


