
 

2022年 5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 東証プライム市場） 

問合せ先:法務部長 真藤 誠   

        （ＴＥＬ 03－5561－7000） 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

下記のとおり、人事異動についてお知らせいたします。 

 

記 

 

1.当社取締役、コーポレートオフィサーに関する人事(2022年 6月 21日付) 

氏名 継続職 新職          旧職          

河合 利樹 代表取締役社長* 

CEO 

Corporate  

Innovation 本部長 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ - 

佐々木 貞夫 代表取締役* 

第一開発生産本部長 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ生産本部長 

 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ 

 

(2022年 7月 1日付) 

代表取締役副社長* 

(2022年 7月 1日付) 

専務執行役員 

第四開発生産本部長 

布川 好一 取締役 取締役会議長** 専務執行役員 

Global Business 

Platform本部長 

(ﾌｧｲﾅﾝｽ、輸出物流管

理、IT、情報ｾｷｭﾘﾃｨ、 

知的財産担当)、  

内部統制担当 

長久保 達也 倫理委員長 

  

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ 

Global Business  

Platform本部長 

内部統制担当 

 

(2022年 7月 1日付) 

専務執行役員 

人事総務ﾕﾆｯﾄ GM 

取締役 

Global Business  

Platform本部 副本部長

(人事総務、CSR、ﾌﾞﾗﾝ 

ﾄﾞ、法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当) 

 

(2022年 7月 1日付) 

常務執行役員 

池田 世崇 Account Sales本部長 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ 

 

(2022年 7月 1日付) 

専務執行役員 

取締役 

 

(2022年 7月 1日付) 

常務執行役員 

三田野 好伸 SPE事業本部長  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ 

 

(2022年 7月 1日付) 

専務執行役員 

取締役 

 

(2022年 7月 1日付) 

常務執行役員 



 

*河合利樹氏及び佐々木貞夫氏は、本年定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、定時株主総

会後に開催される取締役会において、代表取締役社長及び代表取締役副社長の選任を決議する予

定です。 

**布川好一氏は、当社コーポレートオフィサー及び執行役員には就任せず、本年定時株主総会で

の取締役選任の承認を前提に、定時株主総会後に開催される取締役会において、取締役会議長

の選任を決議する予定です。 

 

なお、取締役会長 常石哲男氏は、2022 年 6 月 21 日開催の第 59 期定時株主総会終結の時をもっ

て取締役を退任し、同日付をもって当社を退職いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春原 清 - (2022年 7月 1日付) 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

取締役 

 

(2022年 7月 1日付) 

常務執行役員 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 

本部長、 

業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

大久保 豪 Global Sales本部長 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ 

 

(2022年 7月 1日付) 

専務執行役員 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 

本部長 

(2022年 7月 1日付) 

常務執行役員 



 
 

2.当社第 60期執行体制 
 

・コーポレートオフィサー（2022年 6月 21日付） 

河合 利樹 

佐々木貞夫 

長久保達也 

池田 世崇 

三田野好伸 

大久保 豪 

 

・執行役員体制（2022年 7月 1日付） 
 
地位 氏名 担当 

代表取締役 

社長・CEO 

河合利樹 Corporate Innovation本部長 

代表取締役 

副社長 

佐々木貞夫 第一開発生産本部長、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ生産本部長、TTS社長 

専務執行役員 長久保達也 Global Business Platform本部長、内部統制担当、 

倫理委員長、人事総務ﾕﾆｯﾄ GM 

専務執行役員 池田世崇 Account Sales本部長 

専務執行役員 三田野好伸 SPE事業本部長 

専務執行役員 大久保豪 Global Sales本部長、ﾌｨｰﾙﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 

常務執行役員 David Brough ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略担当、TEE会長 

常務執行役員 Larry Smith ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略担当、TEH会長、TEA会長 

常務執行役員 鷲野憲治 後工程事業本部長 

常務執行役員 松浦次彦 FPD事業本部長、TKS会長 

常務執行役員 児島雅之 第二開発生産本部長、TML社長 

常務執行役員 秋山啓一 後工程事業本部 副本部長 

常務執行役員 林 伸一 第三開発生産本部長、TKL社長 

執行役員 七澤 豊 業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ、SOL Services会長･社長 

執行役員 石田博之 ES BUGM 

執行役員 多田新吾 Account Sales本部 副本部長、ｱｶｳﾝﾄ GM 

執行役員 守田雅博 ｱｶｳﾝﾄ GM、Global Sales本部 GM 

執行役員 神永文彦 Global Sales本部 副本部長 

執行役員(新任) 川本 弘 Global Business Platform本部 副本部長、ﾌｧｲﾅﾝｽﾕﾆｯﾄ GM 

執行役員(新任) 峰島孝之 IT ﾕﾆｯﾄ GM、業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 

執行役員(新任) 鷲尾康裕 CTSPS BUGM 

執行役員(新任) 中谷茂樹 TFF BUGM 

執行役員(新任) 瀬川澄江 Corporate Innovation本部 本部長代理 

執行役員(新任) 阿曽達也 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｯﾄ GM 

執行役員(新任) 石田 寛 FS BUGM 

執行役員(新任) 堂 和寛 戦略担当 GM 

 

 

 

以 上 


