
                            ２０１９年３月２９日 

 

各  位 

 

上場企業名  エスペック株式会社 

コード番号  ６８５９ 

会社所在地  大阪市北区天神橋三丁目５番６号 

問い合せ先  コーポレート統括本部長 大島 敬二 

                                      電 話 番 号  06-6358-4741(代) 

 

 

 

人事異動および機構改革に関するお知らせ 

 

当社は、２０１９年４月１日付をもって、別紙のとおり人事異動（取締役・執行役員・

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 2019年3月29日

1．人事異動（取締役・監査役・執行役員人事）

発令日：2019年4月1日

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
末久　和広 取締役　上席執行役員 取締役　上席執行役員

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　カスタム技術１部長

荒田　知 取締役　上席執行役員 取締役　上席執行役員
環境テスト機器本部長 中国事業推進室長
兼　中国事業推進室長

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

渕田　健二 執行役員 執行役員
営業本部長 環境テスト機器本部長

西谷　淳子 執行役員 執行役員
サステナビリティ推進室長 エスペックビジョン支援室長
兼　コーポレートコミュニケーション部長 兼　コーポレートコミュニケーション部長

渡部　克彦 執行役員 執行役員
欧州事業プロジェクトリーダー 国際事業本部長
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エスペック株式会社 2019年3月29日

1．人事異動（取締役・監査役・執行役員人事）

発令日：6月下旬の定時株主総会

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
浜野　寿之 取締役　執行役員 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　テストコンサルティング本部　試験部長 兼　テストコンサルティング本部　試験部長
兼　宇都宮テクノコンプレックス　事業所長 兼　宇都宮テクノコンプレックス　事業所長

渕田　健二 取締役　執行役員 執行役員
営業本部長 営業本部長

石井　邦和 常勤監査役 常務取締役

村上　充 常勤監査役
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エスペック株式会社 2019年3月29日

２．人事異動（部長人事）
発令日：2019年4月1日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
佐藤　諭 環境テスト機器本部　機器・モジュール生産部長 生産本部　カスタム機器生産部長

兼　ソリューショングループマネージャー

村上　政人 環境テスト機器本部　生産管理部長 カスタム機器本部　プロセス改革部長

斉藤　哲也 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　カスタム技術１部
設計１グループマネージャー

中西　優貴 カスタム機器本部　システム技術部長 開発本部
充放電テスター開発プロジェクトマネージャー

栗谷　聡一 カスタム機器本部　システムＳＥ部長 カスタム機器本部　ＢＳＳ推進部長

朝倉　隆之 カスタム機器本部　カスタム生産部長 生産本部　モノづくり改革部長

高畑　淳一 テストコンサルティング本部　託験営業部長 環境テスト機器本部　東日本営業ブロック
神奈川営業グループマネージャー

吉野　俊彦 営業本部　東日本営業ブロック長 環境テスト機器本部　東日本営業ブロック長
兼　首都圏オフィス　事業所長 兼　首都圏オフィス　事業所長

石橋　義雅 営業本部　西日本営業ブロック長 環境テスト機器本部　西日本営業ブロック長
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エスペック株式会社 2019年3月29日

２．人事異動（部長人事）
発令日：2019年4月1日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
森田　晶幸 営業本部　国際営業ブロック長 環境テスト機器本部　国際営業ブロック長

石井　徳彦 営業本部　オートモーティブ営業部長 環境テスト機器本部　オートモーティブ営業部長

礒崎　義広 営業本部　マーケティング部長 環境テスト機器本部　マーケティング部長

澤田　徹也 生産統括本部　キャビネット生産部長 生産本部　機器・モジュール生産部長

森下　和也 生産統括本部　資材部長 生産本部　生産管理部長
兼　資材部長

大串　史朗 生産統括本部　生産改革部長 生産本部　カスタム機器生産部
カスタムグループマネージャー

斎藤　彰彦 開発本部　技術管理部長 カスタム機器本部　カスタム技術３部長
兼　設計３グループマネージャー
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２０１９年３月２９日 

エスペック株式会社 

 

３．機構改革（組織編成） 

 

発令日：２０１９年４月１日付 

１．組織編成内容 

  ①環境テスト機器本部 

・生産本部から機器・モジュール生産部、生産管理部を移管する。 

・事業企画グループ（本部直轄）を新設する。  

②カスタム機器本部 

・開発本部から充放電テスター開発プロジェクトを移管、カスタム技術３部に統合しシステム技

術部とする。 

・カスタム営業部をカスタムＳＥ部に改称する。 

・ＢＳＳ推進部を改編し、システムＳＥ部とする。 

・生産本部からカスタム機器生産部を移管し、カスタム生産部に改称する。 

・プロセス改革部を解組する。 

・各技術部の工務機能を集約し、工務グループ（本部直轄）を新設する。 

③テストコンサルティング本部 

・本部直轄グループ組織を改編し、営業機能を集約した託験営業部、試験所機能を集約した試験

部をそれぞれ新設する。 

    ・ＨＡＬＴ販売促進グループは本部直轄グループとする。 

④営業本部 

 ・営業本部を新設し、環境テスト機器本部から東日本営業ブロック、西日本営業ブロック、国際 

営業ブロック、オートモーティブ営業部、マーケティング部、レンタル・リセールグル―プを 

移管する。 

⑤欧州事業プロジェクト 

 ・国際事業本部を改編し、欧州事業プロジェクトとする。 

・国際事業戦略部を解組し、欧州事業グループ（本部直轄）を新設する。 

⑥生産統括本部 

 ・生産本部を生産統括本部に改称する。 

・板金・組立機能を担う、キャビネット生産部を新設する。 

・モノづくり改革部を改編し、生産改革部とする。 

 



 

⑦ＣＳ本部 

・ＱＭＳ推進部を解組する。 

⑧開発本部 

・技術規格グループ、開発推進グループを統括する技術管理部を新設する。 

⑨コーポレート統括本部 

・経営企画部を解組し、経営企画室（グループ組織）とする。 

   ⑩サステナビリティ推進室 

    ・エスペックビジョン支援室にＳＤＧｓ経営の機能を追加し、サステナビリティ推進室とする。 

 

２．組織編成表 

    別表のとおり 

 

以 上 



別表
エスペック株式会社
２０１９年度組織編成表
発令日：2019年4月1日付

環境テスト機器本部
設計部
機器・モジュール生産部
生産管理部

事業企画グループ

カスタム機器本部
カスタム技術１部
カスタム技術２部
カスタムＳＥ部
システム技術部
システムＳＥ部
カスタム生産部

工務グループ

テストコンサルティング本部
託験営業部
試験部

HALT販売促進グループ

営業本部
東日本営業ブロック
西日本営業ブロック
国際営業ブロック
オートモーティブ営業部
マーケティング部

レンタル・リセールグループ

事業開発部

ＡＳ本部
東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
国際フィールドエンジニアリング部
サービス推進部

欧州事業プロジェクト
欧州事業グループ

中国事業推進室
中国関係会社出向

生産統括本部
キャビネット生産部
資材部
生産改革部

ＣＳ本部
品質保証部
カスタマーＱＡ部

開発本部
製品開発部
技術開発部
技術管理部

ネットワーク事業プロジェクト
食品機械開発プロジェクト

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

経営企画室
国内関係会社出向
海外関係会社出向

サステナビリティ推進室

輸出管理本部

内部監査グループ

環境管理室

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


