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人事異動等に関するお知らせ 

 

 当社は、2021 年 4 月 1 日付で、下記の通り機構改革及び人事異動を行う旨を決定しましたのでお知ら

せ致します。 

 

記 

１. 異動の理由 

組織力、経営力の強化を目的とした経営改革の推進を図るため。 

 

２. 機構改革及び人事異動（2021年 4月 1日付） 

・事業本部を Energy Saving Solution 事業部、Life Science 事業部、Digital Communication 事業部 

に再編する。 

・メカニクスソリューション事業部とギヤソリューション事業部を Energy Saving Solution 事業部

に再編する。 

・バイオ事業部を Life Science 事業部に再編する。 

・オプト事業部とエンプラスディスプレイデバイスを Digital Communication 事業部に再編する。 

・アセアン統括を新設する。 

・秘書室を新設する。 

 

新  任  職  務 氏  名 現  職  務 

経営執行役員 

兼 Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd. 

CEO 

兼 アセアン統括 
 

杉渕 幹太 

経営執行役員 

兼 Enplas Semiconductor Peripherals Pte. 

Ltd. CEO 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 社長 

経営執行役員 

管理本部 本部長 
宮坂 章司 

執行役員 

管理本部 本部長 



 

執行役員 

品質保証本部 本部長 
竹内 洋一 

品質保証本部 品質保証部 部門長 

兼 品質保証本部 コアコンピテンシー戦略企

画室 部門長 

執行役員 

秘書室 室長 
浜野 真由美 経営企画本部 

内部監査室 部門長 當間 和幸 
事業本部 メカニクスソリューション事業部 

事業部長 

事業本部 Energy Saving Solution 事業部 

事業部長 
森戸 健一 事業本部 ギヤソリューション事業部 事業部長 

事業本部 Life Science 事業部 事業部長 

兼 Enplas Microtech, Inc. President 
板谷 英貴 

事業本部 バイオ事業部 事業部長 

兼 Enplas Microtech, Inc. President 

事業本部 Digital Communication 事業部 

事業部長 

兼 ㈱エンプラスディスプレイデバイス 社長 

横山 和明 
㈱エンプラスディスプレイデバイス 社長 

兼 事業本部 オプト事業部 事業部長 

事業本部 事業管理部 部門長 内田 敦 

財務経理本部 ビジネスファイナンス 

兼 事業本部 ギヤソリューション事業部 事業

管理グループ グループ責任者 

兼 事業本部 メカニクスソリューション事業部 

事業管理グループ グループ責任者 

事業本部 Life Science事業部 バイオ事業グル

ープ 部門長 
小野 航一 

事業本部 バイオ事業部 ソリューショングルー

プ グループ責任者 

事業本部 Energy Saving Solution事業部 

ソリューションセンター 部門長 
瀧 健二朗 

事業本部 ギヤソリューション事業部 ソリューシ

ョンセンター 金型技術グループ グループ責

任者 

Enplas (U.S.A.), Inc.  

兼 事業本部 Energy Saving Solution事業部 北

米営業部 部門長 

兼 事業本部 Energy Saving Solution 事業部 

PGBプロジェクト 

鬟谷 浩平 

Enplas (U.S.A.), Inc.  

兼 事業本部 ギヤソリューション事業部 北米

グループ グループ責任者 

兼 事業本部 ギヤソリューション事業部 PGB

プロジェクト 

Enplas Hi-Tech (Singapore) Pte. Ltd.  

兼 Enplas Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 

兼 事業本部 Energy Saving Solution事業部 ア

セアン営業１部 部門長 

兼 事業本部 Digital Communication 事業部 ア

セアン営業部 部門長 

夏原 雅信 

Enplas Hi-Tech (Singapore) Pte. Ltd.  

兼 Enplas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.  

兼 事業本部 ギヤソリューション事業部 東南

アジアグループ グループ責任者 

兼 事業本部 オプト事業部 アジア・中国担当 

グループ責任者 

Enplas America, Inc. Vice President 久保田 守一 
Guangzhou Enplas Mechatronics Co., Ltd.  

Managing Director 



 

Guangzhou Enplas Mechatronics Co., Ltd.  

Managing Director 
村野 武士 Guangzhou Enplas Mechatronics Co., Ltd.  

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

Display Solution グループ 部門長 
吉田 守 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

ソリューショングループ グループ責任者 

㈱エンプラス半導体機器 社長 曽雌 朝明 

㈱エンプラス半導体機器 取締役 

兼 事業推進担当 

兼 グローバル戦略部 部門長 

Enplas Niching Technology Corporation 

Managing Director 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 グローバル戦略部 

部門長 

伊東 伸悟 Enplas Tech Solutions, Inc. Vice President 

Enplas Niching Suzhou Co., Ltd. Managing 

Director 
村田 謙児 

Enplas Niching Technology Corporation 

Managing Director 

Enplas Tech Solutions, Inc. Vice President 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 テストソリューション

部 部門長 

金刺 北斗 
㈱エンプラス半導体機器 テストソリューション

部 部門長 

QMS㈱ 会長 菊地 豊 
常務経営執行役員 

品質保証本部 本部長 

 

以 上 

 


