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●本件についてのお問い合わせ先
本社広報室：Tel 075-4�4-7�3�  Fax 075-43�-6500  〒 602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目

2008年2月29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（本社：京都市上京区／社長：橋本 正博）は、2008年4月�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
【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
江畠　剛 カンパニー副社長 電子機器カンパニー副社長

薄井　義博 カンパニー副社長 メディアテクノロジーカンパ
ニー副社長
兼　同 事業統轄部長

鶴谷　佳憲 カンパニー副社長
兼　POD事業部長
兼　同 第四ビジネス部長

青木　克彦 CTP事業部長 メディアテクノロジーカンパ
ニー 営業統轄部長

小島　安仁 PE事業部長 電子機器カンパニー 計測機器
ビジネス部長

玉田　厚 製造統轄部長 電子機器カンパニー 生産管理
部長

深井　治郎 管理統轄部 副統轄部長
兼　同 業務部長

メディアテクノロジーカンパ
ニー 企画統轄部長

長　正道 CTP事業部 副事業部長
兼　同 第一ビジネス部長

メディアテクノロジーカンパ
ニー 製造統轄部 第二技術部長

川田　亨 POD事業部 副事業部長

伊藤　和彦 POD事業部 副事業部長

墨岡　勉 PE事業部 副事業部長
兼　同 検査機器ビジネス部長

電子機器カンパニー 検査機器
ビジネス部長

伊藤　紀文 製造統轄部 副統轄部長
兼　同 久御山製造部長

メディアテクノロジーカンパ
ニー 製造統轄部 製造部長
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氏名 新職 旧職 継続職
朝永　正雄 管理統轄部 事業推進部長 メディアテクノロジーカンパ

ニー 事業統轄部 事業推進部長

藤井　明宏 管理統轄部 海外営業部長

猪飼　勝美 管理統轄部 国内営業部長 メディアテクノロジーカンパ
ニー 営業統轄部 営業部長

藤本　敏昭 管理統轄部 グローバルパーツセ
ンター 部長

メディアテクノロジーカンパ
ニー 営業統轄部 グローバル
パーツセンター 部長

枡村　重教 管理統轄部 品質推進部長

柿田　高徳 管理統轄部 企画部長

吉田　巧 CTP事業部 第二ビジネス部長

三浦　一成 POD事業部 第一ビジネス部長

大井　通夫 POD事業部 第二ビジネス部長

菅　和真 POD事業部 第三ビジネス部長 メディアテクノロジーカンパ
ニー 製造統轄部 第一技術部長

八尾　耕次 PE事業部 PE商品企画部長 電子機器カンパニー 開発企画
部長

山本　正昭 PE事業部 露光機器ビジネス部
長

電子機器カンパニー 露光機器
ビジネス部長

杉本　克雄 PE事業部 計測機器ビジネス部
長

藤原　成章 PE事業部 FPD機器ビジネス部
長

電子機器カンパニー 新事業開
発部長

山本　隆介 製造統轄部 久世製造部長

【半導体機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
前田　貢 事業統轄部 副統轄部長 事業統轄部 事業推進部長

園田　敦 品質統轄部 副統轄部長 品質統轄部 品質保証部長

西村　誠 営業統轄部 副統轄部長 営業統轄部 営業五部長

林田　憲明 事業統轄部 業務部長

豊幾　浩史 マーケティング部長

米澤　健 洗浄技術統轄部 技術管理部長 洗浄技術統轄部 管理部長

猶原　英司 洗浄技術統轄部 制御技術部長

西川　俊男 生産統轄部 生産四部長

谷澤　光正 営業統轄部 管理部長
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氏名 新職 旧職 継続職
山田　光浩 営業統轄部 営業二部長

山口　高広 営業統轄部 営業推進部長 営業統轄部 営業二部長

【FPD機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
山田　拓真 事業統轄部長 事業統轄部 事業推進部長

上野　誠二 営業統轄部 副統轄部長 営業統轄部 営業部長

寺岡　秀行 事業統轄部 事業推進部長 彦根工場 ウエット製造部長

山本　悟史 彦根工場 ウエット製造部長

木瀬　一夫 彦根工場 製品開発部長 製品技術部長

【ソフトウエア・テンナインカンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
木谷　孝則 画像・検査ソフト統轄部 副統轄

部長
画像・検査ソフト統轄部 画像・
検査ソフト技術部長

三宅　浩明 事業推進部長

石川　光美 品質推進部長 半導体ソフト統轄部 副統轄部
長
兼　FPDソフト技術部長

中西　英俊 画像・検査ソフト統轄部 画像・
検査ソフト技術部長

岡　泰之 FPDソフト技術部長

【技術開発カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
礒野　弘一 シニアコーディネータ

兼　開発管理統轄部長
メディアテクノロジーカンパ
ニー 製造統轄部長

井上　俊文 ロボット技術推進部長 メディアテクノロジーカンパ
ニー 企画統轄部 事業開発推進
部長

児玉　清美 開発管理統轄部 開発推進部長 メディアテクノロジーカンパ
ニー 事業統轄部 業務部長
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【理財カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
南島　新 輸出管理部長 理財カンパニー社長

コーポレート 財務戦略室長

【プロキュアメントセンター】

氏名 新職 旧職 継続職
西村　良明 集中契約部長

2.	グループ企業取締役の異動
氏名 新職 旧職 継続職
髙木　宏禎 （株）イニタウト ジャパン

代表取締役社長
（株）リバージョン65
代表取締役社長
（株）都凛々
代表取締役社長

田丸　邦夫 （株）メディアテクノロジー 
ジャパン
取締役副会長

（株）メディアテクノロジー 
ジャパン
代表取締役社長

雨森　章 （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
取締役

馬場　恒夫 （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

相原　文明 （株）エムティサービス東日本
取締役会長

（株）エムティサービス東日本
代表取締役社長

菅原  芳雄 （株）エムティサービス東日本
代表取締役社長

大日本スクリーン製造（株）
メディアテクノロジーカンパ
ニー 営業統轄部 品質推進部長

谷本　義幸 （株）エムティサービス東日本
取締役

星野　幸直 （株）エムティサービス西日本
取締役会長

（株）エムティサービス西日本
代表取締役社長

守屋　健 （株）エムティサービス西日本
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

足立　義光 （株）エムティサービス西日本
常務取締役

（株）エムティサービス西日本
取締役
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氏名 新職 旧職 継続職
川崎　勝 （株）FASSE

常務取締役
（株）FASSE
取締役

藤巻　和男 （株）SEBACS
常務取締役

（株）SEBACS
取締役

大廻　洋一 （株）SEBACS
常務取締役

DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (SHANGHAI) 
CO., LTD.
董事 総経理

木戸　眞一 （株）ファースト・リース
常務取締役

（株）エムティサービス西日本
常務取締役

梅川　健次 （株）ジェラン
代表取締役社長

鈴鹿　直道 （株）リバージョン65
代表取締役社長

大西　徹 （株）都凛々
代表取締役社長

（株）イニタウト ジャパン
代表取締役社長

Robert I. 
Bernstein

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

井田　勝久 DAINIPPON SCREEN 
GRAPHICS (USA), LLC
取締役

大日本スクリーン製造（株）
メディアテクノロジーカンパ
ニー 企画統轄部 商品企画部長

白石　康人 DAINIPPON SCREEN MT 
(HANGZHOU) CO., LTD.
董事 総経理

上志　正博 DNS ELECTRONICS, LLC
取締役会長

DNS ELECTRONICS, LLC
取締役社長

堀口　幸男 DNS ELECTRONICS, LLC
取締役社長

大日本スクリーン製造（株）
半導体機器カンパニー 営業統
轄部 営業三部長

中村　典生 DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.
取締役

西田　啓二 DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (SHANGHAI) 
CO., LTD.
董事 総経理

DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (SHANGHAI) 
CO., LTD.
董事 副総経理
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3.	機構改革
■	カンパニー
・メディアテクノロジーカンパニーと電子機器カンパニーを統合し、メディアアンドプレシジョンテクノロ
ジーカンパニーを新設

■	メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー
・管理統轄部、および下部組織に事業推進部、業務部、海外営業部、国内営業部、グローバルパーツセンター、
品質推進部、企画部を新設

・CTP事業部、および下部組織に第一ビジネス部、第二ビジネス部を新設
・POD事業部、および下部組織に第一ビジネス部、第二ビジネス部、第三ビジネス部、第四ビジネス部を新設
・PE事業部、および下部組織にPE商品企画部、検査機器ビジネス部、露光機器ビジネス部、計測機器ビジ
ネス部、FPD機器ビジネス部を新設

・製造統轄部、および下部組織に久御山製造部、久世製造部を新設

■	半導体機器カンパニー
・事業統轄部を新設し、下部組織に事業推進部、海外事業管理部、システム部を置く
・事業統轄部  ：業務部を新設
・洗浄技術統轄部 ：管理部を技術管理部に改称
　  　制御技術部を新設
・生産統轄部  ：生産四部を新設
・営業統轄部  ：営業推進部を新設

■	FPD機器カンパニー
・マーケティング部を廃止
・製品技術部を廃止
・彦根工場：DI製造部を廃止
  製品開発部を新設

■	ソフトウエア・テンナインカンパニー
・品質推進部を新設

■	技術開発カンパニー
・ロボット技術推進部を新設


