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部長以上の異動に関するお知らせ(差替え) 

 
３月 15日付取締役会において決議いたしました 2022 年 4 月 1 日付人事異動につきまして、修正がありまし

たのでお知らせします。（※箇所を修正しました） 

 

記 

１．部長以上の異動 

氏名 旧職 新職 

江藤 英敏 事業本部 第一ビジネスユニット  

熊本第一事業部 営業部長 

事業本部 第一ビジネスユニット 熊本第一事

業部長 

松井 健一 事業本部 第一ビジネスユニット  

統括部長（制御設計担当） 

事業本部 第一ビジネスユニット 熊本第一事

業部 副事業部長 兼 第一ビジネスユニット 

統括部長（制御設計担当） 

関 祥一郎 事業本部 第一ビジネスユニット  

熊本第一事業部 第二技術部 次長 

事業本部 第一ビジネスユニット 熊本第一事

業部 第二技術部長 

森崎 日出男 事業本部 第一ビジネスユニット  

ビジネスユニット長付部長 

事業本部 第一ビジネスユニット 管理部長 

渡辺 弘毅 事業本部 第一ビジネスユニット  

関東事業部 営業部 次長 

事業本部 第一ビジネスユニット 関東事業部 

副事業部長 

楠口 雄一 事業本部 第二ビジネスユニット  

熊本第二事業部 第三技術部長 

事業本部 第二ビジネスユニット 熊本第二事

業部 副事業部長 兼 第三技術部長 

髙須 克明 事業本部 第二ビジネスユニット  

熊本第二事業部 管理部 次長 

事業本部 第二ビジネスユニット 熊本第二事

業部 管理部長 

村山 昌資 事業本部 第二ビジネスユニット  

関西事業部 技術部長 

事業本部 第二ビジネスユニット 関西事業部 

副事業部長 兼 技術部長 

森口 博司 事業本部 第二ビジネスユニット  

関西事業部 製造部 次長 

事業本部 第二ビジネスユニット 関西事業部 

製造部長 

開田 準一 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第一事業部 営業部 次長 

事業本部 第三ビジネスユニット 統括部長

（営業担当） 



髙木 賢二郎 事業本部 第三ビジネスユニット 装

置第二事業部 第一営業部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 第一営業部

長 

高本 徳男 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第二営業部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 第三営業部

長 

成田 浩二 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第一技術部 次長 

事業本部 第三ビジネスユニット 統括部長

（技術担当） 

田中 伸二 事業本部 第三ビジネスユニット 装

置第一事業部 第一技術部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 第一技術部

長 

畠山 博 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第一事業部 第二技術部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 第三技術部

長 

村上 正剛 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第一事業部 バイオ機器部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 装置第一事

業部 副事業部長 兼 バイオ機器部長 

衛藤 隆二 事業本部 第三ビジネスユニット  

品質技術グループ 次長 

事業本部 第三ビジネスユニット 装置第二事

業部 生産計画部長 

徳村 忠雄 事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第二技術部長 

事業本部 第三ビジネスユニット 品質保証部

長 

松成 信一 事業本部 第四ビジネスユニット  

デバイスセンター ロボット部長 

事業本部 第四ビジネスユニット ロボット事

業部長 

若本 拓 事業本部 第四ビジネスユニット  

デバイスセンター ロボット部 制御

設計グループ 次長 

事業本部 第四ビジネスユニット ロボット事

業部 副事業部長 

中尾 和浩 事業本部 第四ビジネスユニット  

デバイスセンター 電子機器部 設計

グループ 次長 

事業本部 第四ビジネスユニット デバイスセ

ンター 副センター長 兼 電子機器部長 

熊瀨 信洋 事業本部 第四ビジネスユニット  

デバイスセンター 加工部長 

事業本部 第四ビジネスユニット デバイスセ

ンター 担当部長 

中村 辰也 事業本部 第四ビジネスユニット  

デバイスセンター 管理部 次長 

事業本部 第四ビジネスユニット 管理部長 

伊藤 嘉章 管理本部 人事部 人事グループ 次長 管理本部 人事部長 

小山 浩一 管理本部 法務部 法務グループ 次長 管理本部 法務部長 

亀井 幸和 管理本部 法務部 知財グループ 次長 管理本部 知財部長 

金澤 大 内部監査部 次長 内部監査部長 

 

以上  
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