
                            ２０２２年３月２５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、２０２２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 2022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：2022年4月1日

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
石田　雅昭 代表取締役　会長 代表取締役　社長

荒田　知 代表取締役　執行役員社長 取締役　上席執行役員
環境テスト機器本部長
兼　国際事業本部長
兼　福知山工場長

末久　和広 取締役　常務執行役員 取締役　上席執行役員
モノづくり統括本部長 事業開発本部長
兼　福知山工場長 兼　モノづくり統括本部長

浜野　寿之 取締役　執行役員 取締役　執行役員
営業本部長 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

渕田　健二 取締役　執行役員 取締役　執行役員
テストコンサルティング本部長 営業本部長
兼　宇都宮テクノコンプレックス　事業所長

大島　敬二 執行役員 上席執行役員
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

西谷　淳子 執行役員 執行役員
サステナビリティ推進本部長 サステナビリティ推進室長

兼　コーポレートコミュニケーション部長
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エスペック株式会社 2022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：６月下旬の定時株主総会

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
大島　敬二 取締役　執行役員 執行役員

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

西谷　淳子 取締役　執行役員 執行役員
サステナビリティ推進本部長 サステナビリティ推進本部長

平田　一雄 社外取締役

石井　邦和 取締役（監査等委員） 常勤監査役

田中　崇公 社外取締役（監査等委員） 社外監査役

吉田　恭子 社外取締役（監査等委員） 社外監査役

浜野　寿之 執行役員 取締役　執行役員
営業本部長 営業本部長
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エスペック株式会社 2022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：６月下旬の定時株主総会

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
渕田　健二 執行役員 取締役　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　宇都宮テクノコンプレックス　事業所長

島田　種雄 常務取締役

小杉　俊哉 社外取締役

堤　昌彦 社外監査役
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エスペック株式会社 2022年3月25日

２．人事異動（本部長人事）
発令日：2022年4月1日　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
梶口　宜弘 環境テスト機器本部長 環境テスト機器本部 設計部長

兼　環境テスト機器本部 マーケティング部長

礒崎　義広 国際事業本部長 国際事業本部　中国事業推進室長
兼　国際事業本部　国際営業ブロック長 兼　国際事業本部　欧州事業推進室長
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エスペック株式会社 2022年3月25日

３．人事異動（部長人事）
発令日：2022年4月1日　　※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
浅村　健司 環境テスト機器本部　生産管理部長 モノづくり統括本部　資材部長

斉藤　哲也 カスタム機器本部　カスタム技術部長 カスタム機器本部　カスタム技術１部長

中西　優貴 カスタム機器本部　ＳＩ部長 国際事業本部　５Ｇ・ＩｏＴ事業推進プロジェクト

青木　雄一 テストコンサルティング本部　試験部長 開発本部　技術開発部長

眞弓　佳士 テストコンサルティング本部　事業推進部長 コーポレート統括本部　経営企画室マネージャー

栗谷　聡一 営業本部　営業企画部長 カスタム機器本部　システムＳＥ部長

細見　昭浩 ＡＳ本部　サービス推進部長 ＡＳ本部　サービス推進部
サービス企画グループマネージャー

森下　和也 モノづくり統括本部　資材部長 環境テスト機器本部　生産管理部長

武甕　拓也 コーポレート統括本部　総務人事部長 コーポレート統括本部　総務人事部長
兼　コーポレート統括本部 兼　コーポレート統括本部
　　 総務人事部　総務グループマネージャー 　　 総務人事部　総務グループマネージャー
兼　組織・制度改革プロジェクトリーダー

小川　光 コーポレート統括本部　経営企画室長 営業本部　営業企画グループマネージャー

中川　泰利 サステナビリティ推進本部　サステナビリティ推進部長 サステナビリティ推進室
兼　サステナビリティ推進本部　サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進グループマネージャー
　　 サステナビリティ推進グループマネージャー

斎藤　彰彦 内部監査室長 モノづくり統括本部　電子部品調達プロジェクトリーダー
兼　カスタム機器本部　システム技術部
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２０２２年３月２５日 

エスペック株式会社 

 

３．機構改革（組織編成） 

 

発令日：２０２２年４月１日付 

１．組織編成内容 

     ①環境テスト機器本部 

・設計部を廃止し、製品技術・付加仕様設計・設計推進の各グループを本部直轄とする。 

・マーケティング部をグループ組織とする。 

②カスタム機器本部 

・カスタム技術１部、カスタム技術２部、および営業本部のＳＥ機能を統合し、カスタム 

技術部とする。 

・システム技術部とシステムＳＥ部を統合し、ＳＩ部を新設する。 

     ③テストコンサルティング本部 

・事業推進グループを部組織とする。 

・開発本部にＨＡＬＴ販売促進グループを移管する。 

④営業本部 

・営業企画グループを部組織とする。 

・国際営業ブロックを国際事業本部に移管する。 

・東日本営業ブロックおよび西日本営業ブロックのカスタム営業グループをカスタム機器本部に

移管する。 

     ⑤国際事業本部 

・中国事業推進室と欧州事業推進室を、それぞれ本部直轄のグループ組織とする。 

・営業本部から国際営業ブロックを移管する。 

・５Ｇ・ＩｏＴ事業推進プロジェクトを解組する。 

     ⑥モノづくり統括本部 

      ・電子部品調達プロジェクトの機能を資材部に移管する。 

     ⑦開発本部 

・製品開発部および技術開発部を廃止し、開発１・開発２・コントローラー開発・環境制御技術

開発・冷凍技術開発の各グループを統合し、開発プロジェクトを新設する。 

・事業開発本部からインキュベーション・ライフ事業の各プロジェクト、およびＭＳグループを

開発プロジェクトに移管する。 

・テストコンサルティング本部からＨＡＬＴ販売促進グループを開発プロジェクトに移管する。 



 

     ⑧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の機能をサステナビリティ推進部に移管する。 

・経営企画室（グループ）を部組織とする。 

     ⑨サステナビリティ推進本部 

・サステナビリティ推進室をサステナビリティ推進本部に改称する 

・サステナビリティ推進グループを部組織とする。 

・コーポレート統括本部からコーポレートコミュニケーション部の機能をサステナビリティ推進

部に移管する。 

     ⑩組織・制度改革プロジェクト（部組織）を新設する。 

⑪内部監査グループを部組織とする。 

 

 

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
２０２２年度組織編成表
発令日：2022年4月1日付

環境テスト機器本部
製品技術グループ
付加仕様設計グループ
設計推進グループ
マーケティンググループ

機器・モジュール生産部
生産管理部

カスタム機器本部
カスタム技術部
ＳＩ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
事業推進部

営業本部
東日本営業ブロック
西日本営業ブロック
営業企画部

レンタル・リセールグループ

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

国際事業本部
中国事業推進グループ
欧州事業推進グループ

国際営業ブロック
海外関係会社出向

モノづくり統括本部
資材部
キャビネット生産部
品質保証部
カスタマーＱＡ部

生産改革グループ
DX推進プロジェクト

開発本部
開発プロジェクト
プロジェクト管理１グループ
プロジェクト管理２グループ

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
経営企画室
国内関係会社出向

組織・制度改革プロジェクト

サステナビリティ推進本部
サステナビリティ推進部
環境管理部

輸出管理本部
輸出管理室

内部監査室

福知山工場
福知山工場管理部

神戸Ｒ＆Ｄセンター
ＵＴＣ
首都圏オフィス
大阪オフィス

監
査
役
会

取
締
役
会

社

長


