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人事異動および機構改革に関するお知らせ 
 
当社は、平成２８年４月１日付をもって、別紙のとおり人事異動（取締役・本部長・   

部長人事）および機構改革（組織編成）を実施いたしますので、お知らせいたします。 
 



エスペック株式会社 平成２８年３月２５日

１．人事異動（取締役・監査役・執行役員人事）
発令日：平成２８年４月１日

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
島田　種雄 常務取締役上席執行役員 常務取締役

マーケティング統括 営業・営業ブロック・ＣＳ本部担当
営業・環境テスト機器本部・国際事業本部・ＡＳ本部・ 国際事業本部長
ＣＳ本部担当

石井　邦和 常務取締役上席執行役員 常務取締役
技術統括 技術・機器本部担当
技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・
事業開発本部・開発本部担当

桶谷　馨 取締役上席執行役員 取締役
環境管理・ネットワーク事業担当 開発・環境管理担当
兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター事業所長 開発本部長

兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター事業所長

村上　精一 取締役上席執行役員 取締役
生産担当 生産担当
生産本部長 生産本部長
兼　福知山工場長 兼　モノづくり改革本部長

兼　福知山工場長

大島　敬二 取締役上席執行役員 取締役
管理・エスペックビジョン支援担当 管理担当
コーポレート統括本部長 管理本部長
兼　輸出管理本部長 兼　輸出管理本部長

浜野　寿之 執行役員 テストコンサルティング本部長
テストコンサルティング本部長 兼　宇都宮テクノコンプレックス事業所長
兼　テストコンサルティング本部 試験２部長
兼　宇都宮テクノコンプレックス事業所長

末久　和広 執行役員 カスタム機器本部長
カスタム機器本部長
兼　カスタム機器本部 システム営業部長

渕田　健二 執行役員 エナジーデバイス機器本部長
環境テスト機器本部長
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発令日：６月下旬の定時株主総会
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

長野　寛之 社外取締役

桶谷　馨 上席執行役員 取締役上席執行役員
環境管理・ネットワーク事業　担当 環境管理・ネットワーク事業　担当
兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター事業所長 兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター事業所長

村上　精一 上席執行役員 取締役上席執行役員
生産担当 生産担当
生産本部長 生産本部長
兼　福知山工場長 兼　福知山工場長

大島　敬二 上席執行役員 取締役上席執行役員
管理・エスペックビジョン支援担当 管理・エスペックビジョン支援担当
コーポレート統括本部長 コーポレート統括本部長
兼　輸出管理本部長 兼　輸出管理本部長
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エスペック株式会社 平成２８年３月２５日

２．人事異動（本部長人事）
発令日：平成２８年４月１日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
曽田　聖二 事業開発本部長 経営企画本部長

兼　経営企画本部 情報システム推進部長
兼　経営企画本部 エアロスペースプロジェクト部長

一色　直樹 ＡＳ本部長 首都圏営業ブロック長
兼　大阪オフィス事業所長 兼　ライフ事業プロジェクト部長

兼　首都圏オフィス事業所長

松村　好庸 国際事業本部長 国際営業ブロック長

田中　浩和 開発本部長 開発本部 開発部長
兼　開発本部 製品開発部長
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エスペック株式会社 平成２８年３月２５日

３．人事異動（部長人事）
発令日：平成２８年４月１日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
小南　達也 環境テスト機器本部 東日本営業ブロック長 東日本営業ブロック長

兼　環境テスト機器本部 東日本営業ブロック 宇都宮営業グループ マネージャー 兼　東日本営業ブロック　営業部長
兼　首都圏オフィス事業所長

石橋　義雅 環境テスト機器本部 西日本営業ブロック長 西日本営業ブロック長
兼　西日本営業ブロック　営業部長
兼　大阪オフィス事業所長

石井　徳彦 環境テスト機器本部 オートモーティブ営業部長 首都圏営業ブロック　担当部長

長野　由亀雄 環境テスト機器本部 設計部長 生産本部　生産技術部長

前田　景宏 カスタム機器本部　カスタム営業部長 カスタム機器本部　システム営業２部長

梅原　武彦 カスタム機器本部 カスタム技術１部長 カスタム機器本部 システム営業１部長
兼　西日本営業ブロック オートモーティブ営業部長

長沢　敬男 カスタム機器本部 カスタム技術２部長 カスタム機器本部　技術２部　設計１グループ　マネージャー

斎藤　彰彦 カスタム機器本部　システム技術部長 エナジーデバイス機器本部　技術部　設計３グループ　マネージャー

小谷　善彦 カスタム機器本部　工務部長 カスタム機器本部　工務部長
兼　エナジーデバイス機器本部　工務部長

杉山　悟 ＡＳ本部　東日本フィールドエンジニアリング部長 東日本営業ブロック　フィールドエンジニアリング部長
兼　東日本営業ブロック　フィールドエンジニアリング部
　　 フィールドエンジニアリング支援グループ　マネージャー

辻本　桂二 ＡＳ本部　首都圏フィールドエンジニアリング部長 首都圏営業ブロック　フィールドエンジニアリング部長
兼　首都圏営業ブロック　フィールドエンジニアリング部
　　 東京フィールドエンジニアリンググループ　マネージャー

竹村　英史 ＡＳ本部　中日本フィールドエンジニアリング部長 開発本部　ネットワーク推進プロジェクト部長
兼　開発本部　ネットワーク推進プロジェクト　ネットワーク推進グループ
     マネージャー
    

斎藤　美猛 ＡＳ本部　西日本フィールドエンジニアリング部長 国際営業ブロック　国際営業部長
兼　国際営業ブロック　国際営業部　サービスグループ　マネージャー

大原　智宏 ＡＳ本部　サービス推進部長 ＣＳ本部　サービス推進部長
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３．人事異動（部長人事）
発令日：平成２８年４月１日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
森田　晶幸 国際事業本部　国際営業部長 国際営業ブロック　国際営業部　営業１グループ　マネージャー

兼　国際事業本部　国際営業部　中国分室　マネージャー

坂本　佳昭 マーケティング部長 営業推進部長
兼　マーケティング部　カスタマーサポートデスク　マネージャー

佐藤　諭 生産本部　機器・モジュール生産部長 生産本部　ユニット生産部長
兼　生産本部　機器生産部長

朝倉　隆之 生産本部　カスタム機器生産部長 生産本部　機器生産部　環境試験装置２グループ　マネージャー

澤田　徹也 生産本部　生産技術部長 モノづくり改革本部　生産改革部長
兼　生産本部　モノづくり改革部長

村上　政人 生産本部　資材部長 生産本部　生産管理部長

森下　和也 生産本部　生産管理部長 生産本部　資材部長

甲斐　高嗣 ＣＳ本部　カスタマーＱＡ部長 ＣＳ本部　担当部長
兼　ＣＳ本部　カスタマーＱＡ部　 フロントＱＡグループ　マネージャー 兼　ＣＳ本部　品質保証部　カスタム品質グループ　マネージャー

梶本　薫 ＣＳ本部　ＱＭＳ推進部長 ＣＳ本部　カスタマーＱＡ部長
兼　ＣＳ本部　カスタマーＱＡ部　フロントＱＡグループ　マネージャー

青木　雄一 開発本部　技術開発部長 テストコンサルティング本部　試験２部長

小田　秀征 コーポレート統括本部　総務人事部長 管理本部　総務人事部長
兼　管理本部　総務人事部　人事グループ　マネージャー
兼　管理本部　総務人事部　キャリアグループ　マネージャー

今石　義人 コーポレート統括本部　財務経理部長 管理本部　財務経理部長

西谷　淳子 コーポレート統括本部　コーポレートコミュニケーション部長 管理本部　コーポレートコミュニケーション部長
兼　エスペックビジョン支援部長

楊　晧 コーポレート統括本部　経営企画部長 経営企画本部　経営戦略部長
兼　国際事業本部　国際事業戦略部長 兼　国際事業本部　国際事業戦略部長
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平成２８年３月２５日 

エスペック株式会社 

 

４．機構改革（組織編成） 

 

発令日：平成２８年４月１日付 

１．執行役員制の導入 

コーポレートガバナンスのさらなる強化に向け、各担当業務を執行する責任者として執行役員

を設け、取締役会の役割が経営の意思決定および業務執行の監督を行う機関であることを明確

にし、業務執行の迅速化を図ることを目的に執行役員制を導入する。 

 

２．組織編成内容 

① 国内営業機能を統合し標準環境製品を統括する環境テスト機器本部を新設する。 

② 新規事業の事業化推進を目的とした事業開発本部を新設する。 

③ 国内サービス機能を集約したＡＳ本部を新設する。 

④ エナジーデバイス機器本部は改組し、カスタム機器本部に統合する。 

⑤ 国際営業ブロックの機能は、国際事業本部に統合する。 

⑥ モノづくり改革本部は改組し、生産本部に統合する。 

⑦ 管理本部と経営企画本部を統合し、コーポレート統括本部に改称する。 

 

３．組織編成表 

    別表のとおり 

 

以 上 



別表
エスペック株式会社
平成２８年度組織編成表
発令日：平成28年4月1日付

環境テスト機器本部
東日本営業ブロック
西日本営業ブロック
オートモーティブ営業部
設計部

カスタム機器本部
カスタム営業部
システム営業部
カスタム技術１部
カスタム技術２部
システム技術部
工務部

テストコンサルティング本部
託験営業部
試験１部
試験２部

事業開発本部
Ｑプロジェクト

ライフ事業プロジェクト
マテリアル事業プロジェクト
レンタル事業プロジェクト

ネットワーク事業プロジェクト

ＡＳ本部
東日本フィールドエンジニアリング部
首都圏フィールドエンジニアリング部
中日本フィールドエンジニアリング部
西日本フィールドエンジニアリング部
サービス推進部

国際事業本部
国際営業部
国際事業戦略部
海外関係会社出向

マーケティング部

生産本部
機器・モジュール生産部
カスタム機器生産部
生産技術部
資材部
生産管理部
モノづくり改革部

ＣＳ本部
品質保証部
カスタマーＱＡ部
ＱＭＳ推進部

開発本部
製品開発部
技術開発部
技術管理部

コーポレート統括本部
総務人事部
財務経理部
コーポレートコミュニケーション部
経営企画部
国内関係会社出向

エスペックビジョン支援部

輸出管理本部

環境管理室

内部監査グループ

福知山工場
福知山工場管理部

ＵＴＣ
首都圏オフィス
大阪オフィス
神戸Ｒ＆Ｄセンター

監
査
役
会

取
締
役
会

社

長


