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平成 29年 3月 31日 

各 位 

会 社 名:  東京エレクトロン株式会社    

代表者名:  代表取締役社長 河合 利樹 

（コード番号: 8035 東証第１部） 

問合せ先:  総務部長 阿曽 達也     

（ＴＥＬ 03－5561－7000） 

 

会社組織一部変更および重要な人事に関するお知らせ 

 

 

会社組織一部変更および重要な人事について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

 

1. 会社組織一部変更 

(1) 平成 29年 4月 1日付 

革新技術企画部門（担当:鄭常務執行役員）下の 3部署（革新技術企画室、コーポレート次世代

戦略企画室、VC部）を先端半導体技術部門（担当：関口執行役員）下に移管する。 

 

(2) 平成 29年 7月 1日付 

東京エレクトロン山梨㈱と東京エレクトロン東北㈱を合併し、東京エレクトロン テクノロジー

ソリューションズ㈱とする。 

 

(3) 平成 29年 7月 1日付 

当社製品開発部門（担当:佐々木（貞）専務執行役員）下の製品開発センターおよびプロセス開

発センターを東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱に移管する。 

 

2. 当社執行役員に関する人事（平成 29年 4月 1日付） 

* グループ会社において継続する役職については記載を省略しております。 

 

 

 

氏名 継続職* 新職 旧職 

鄭 基市 

 

当社取締役 

常務執行役員 

開発・生産本部 

開発副本部長 

（ﾌﾟﾛｾｽ担当） 

- 当社革新技術企画部門 

担当 

開発・生産本部 

革新技術企画室 室長 

関口 章久 当社執行役員 

先端半導体技術部門担

当 

- 当社開発・生産本部 

 ｱｶｳﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ部 部長 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ R＆D部 部長 
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3. 当社部長級の人事（平成 29年 4月 1日付） 

 

4. 関連会社執行役員に関する人事（平成 29年 4月 1日付） 

 

5. 当社部長級の人事（平成 29年 5月 1日付） 

 

6. 関連会社執行役員に関する人事（平成 29年 5月 1日付） 

 

7. 関連会社代表者に関する人事（平成 29年 7月 1日付） 

氏名 継続職  新職          旧職          

瀬川 澄江 - 当社開発・生産本部 

開発戦略部 部長  

当社開発・生産本部 

開発企画部 部長 

山口 忠之 - 当社開発・生産本部 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ技術ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

部長  

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

統括部長 CT開発担当 

ﾌﾟﾛｾｽ技術部 部長 

岩渕 勝彦 - 当社開発・生産本部 

革新技術企画室 室長 

当社開発・生産本部 

革新技術企画室 

 室長代理 

稲垣 直樹 - 当社開発・生産本部 

ﾌﾟﾛｾｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  

ｾﾝﾀｰ長 

当社開発・生産本部 

 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

山口 光行 - 当社開発・生産本部 

開発戦略部 担当部長 

当社開発・生産本部 

戦略推進部 部長 

氏名 継続職     新職          旧職          

長谷部 一秀 当社開発・生産本部 

ﾌﾟﾛｾｽ開発ｾﾝﾀｰ 

 ｾﾝﾀｰ長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

執行役員 

飯室 俊一 当社開発・生産本部 

（ｴｯﾁﾝｸﾞ担当） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員 

花田 良幸 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

統括部長  

SDPM 技術・LM ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ・FF ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 担務 

氏名 継続職     新職          旧職          

土井 信人 - 当社人事部 部長 当社人事部 部長代理 

氏名 継続職     新職          旧職          

前島 裕紀 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

 執行役員 

当社人事部 部長 

氏名 継続職* 新職 旧職 

佐々木 貞夫 

 

当社代表取締役 

専務執行役員 

開発・生産本部長 

（成膜担当） 

 製品開発部門担当 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱  

代表取締役社長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱  

代表取締役社長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

取締役 
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* グループ会社において継続する役職については記載を省略しております。 

 

8. 関連会社取締役に関する人事（平成 29年 7月 1日付） 

* グループ会社において継続する役職については記載を省略しております。 

 

 

 

田原 好文 当社執行役員 

開発・生産本部 

開発副本部長 

（ATS･FPD担当） 

製品開発部門担当 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

 取締役副社長 

当社開発・生産本部 

（成膜担当） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

代表取締役社長 

 

氏名 継続職*     新職          旧職          

竹中 博司 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役会長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

 取締役会長 

河合 利樹 当社代表取締役社長・CEO 

事業本部長 
東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

取締役 

北山 博文 当社取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

代表取締役社長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

取締役 

多田 新吾  当社執行役員 

TFF BUGM 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

取締役 

三田野 好伸 当社執行役員 

ES BUGM 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

鷲野 憲治 当社常務執行役員 

ATS BUGM 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

松浦 次彦 当社執行役員 

FPD BUGM 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

飽本 正巳 当社取締役 

常務執行役員 

開発・生産本部 

開発副本部長 

（塗布・洗浄担当） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

代表取締役社長 

- 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

取締役 

大久保 豪 当社常務執行役員 

 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ本部 

統括副本部長 

- 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

取締役 
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9. 関連会社執行役員に関する人事（平成 29年 7月 1日付） 

 

以 上 

 

 

氏名 継続職     新職          旧職          

伊藤 博道 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

専務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員副社長 

福島 弘樹 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

常務執行役員 

青柳 稔 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

常務執行役員 

清水 正 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

常務執行役員 

長谷部 一秀 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

常務執行役員 

当社開発・生産本部 

ﾌﾟﾛｾｽ開発ｾﾝﾀｰ 

 ｾﾝﾀｰ長 

飯室 俊一 当社開発・生産本部 

（ｴｯﾁﾝｸﾞ担当） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

常務執行役員 

花田 良幸 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員 

平井 康司 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

執行役員 

山本 保人 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員 

井上 久司 当社委嘱 開発･生産本部  

（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ安全担当） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 

執行役員 

中村 靖 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ山梨㈱ 

執行役員 


