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代表者名  代表取締役兼社長執行役員 横田 大輔 

（コード番号 ６９６１  東証第一部） 

問合せ先  取締役兼経営執行役員経営企画本部長  

               藤田 慈也 

（TEL． ０４８－２５３－３１３１） 

 

人事異動等に関するお知らせ 

 

 当社は、2022 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（2022年 4月 1日付） 

・Life Science 事業部を事業本部から独立する 

・事業本部をインダストリー事業本部に改称し、Energy Saving Solution 事業部と Digital 

Communication 事業部に再編する 

・生産本部を金型製造部門と生産部門に分割し、金型製造統括部と生産本部に再編する 

・開発本部を廃止する 

・共創開発本部を新設する（事業企画室を含む） 

・経営企画本部と財務経理本部を統合しコーポレート本部を新設する 

・地域統括を廃止する 

 

新  任  職  務 氏  名 現  職  務 

経営執行役員 

インダストリー事業本部 事業本部長 

兼 インダストリー事業本部 

 Digital Communication 事業部 事業部長 

兼 Enplas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.  

President 

沓沢 茂雄 

経営執行役員 

事業本部 事業本部長 

兼 中国地域統括 

経営執行役員 

コーポレート本部 本部長 
藤田 慈也 

経営執行役員 

経営企画本部 本部長 



 

経営執行役員 

共創開発本部 本部長 
堀川 裕司 

経営執行役員 

財務経理本部 本部長 

執行役員 

兼 ㈱エンプラス研究所 社長 兼 所長 
酒井 啓至 

執行役員 

開発本部 本部長 

兼 ㈱エンプラス研究所 社長 兼 所長 

執行役員 

コーポレート本部 財務経理部 部門長 
小倉 高志 

執行役員 

財務経理本部 

グループファイナンス 部門長 

執行役員 

兼 QMS㈱ 社長 
横山 和明 

執行役員 

事業本部 Digital Communication 事業部 

事業部長 

執行役員 

品質保証本部 本部長 
蕗澤 泰 

執行役員 

生産本部 本部長 

執行役員 

生産本部 本部長 
竹内 洋一 

執行役員 

品質保証本部 本部長 

執行役員 

インダストリー事業本部 事業副本部長 

兼 QMS㈱ 会長 

椎名 聡 QMS㈱ 社長 

インダストリー事業本部 

Energy Saving Solution 事業部 

グローバル営業統括部 部門長 

相馬 伸俊 

Enplas Precision (Thailand) Co., Ltd. 

Managing Director 

兼 事業本部 

Energy Saving Solution 事業部 

アセアン営業 2 部 部門長 

Enplas Precision (Thailand) Co., Ltd. 

Managing Director 
内田 敦 事業本部 事業管理部 部門長 

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

兼 インダストリー事業本部 

Energy Saving Solution 事業部 

グローバルプロダクト統括部 部門長 

水島 寛昭 

Enplas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.  

Managing Director 

兼 事業本部 

Energy Saving Solution 事業部 

中国営業部 部門長 

兼 事業本部 

Digital Communication 事業部 

中国営業 1 部 部門長 

Life Science 事業部 事業部長 

兼 Enplas America, Inc. President 

兼 Enplas Microtech, Inc. President 

森元 雄一郎 

Enplas America, Inc. President 

兼 Enplas (U.S.A.), Inc. President 

兼 米国地域統括 

兼 開発本部 モバイル PCR 開発部 部門長 



 

Enplas Microtech, Inc. Vice President 南波 主税 Enplas Microtech, Inc. 

共創開発本部 事業開発部 部門長 渡邊 強 開発本部 事業開発部 部門長 

共創開発本部 事業企画部 部門長 森岡 心平 事業企画室 室長 

生産本部 生産技術開発部 部門長 

兼 生産本部 Life Science 生産部 部門長 
秋山 浩二 

事業本部 Digital Communication 事業部  

生産部 部門長 

兼 事業本部 Life Science 事業部 

バイオ生産グループ 部門長 

金型製造統括部 統括部長 小宮 秀行 生産本部 本部長付 

金型製造統括部 技術部 部門長 和知 英明 生産本部 金型技術部 部門長 

金型製造統括部 部品製造部 部門長 尾島 雅明 生産本部 金型製造部 部門長 

コーポレート本部 

経営改革プロジェクト 部門長 
関根 亜佐美 

財務経理本部 

ビジネスファイナンス 部門長 

QMS㈱ 執行役員 事業部 事業部長 濱本 健一郎 QMS㈱ 営業部 部門長 

QMS㈱ プラストロニクス部 部門長 西 秀俊 QMS㈱ QS グループ グループ責任者 

 

以 上 

 


