
 

 

 

平成２６年２月２４日 

各 位 

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ 

代 表 者 執行役社長 久田 佐男 

本社所在地 東京都港区西新橋一丁目２４番１４号 

コード番号 ８０３６（東証第一部） 

問い合せ先 ＣＳＲ・コーポレートコミュニケーション部 部長  

加藤 弘之 （電話：０３－３５０４－５１３８） 

 

執行役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、さらなる経営のグローバル化、サービス事業の強化をめざし、平成２６年２月２４日

開催の取締役会において、下記のとおり執行役の異動を決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

＜執行役の異動＞（  ）内は現職 

１．昇任【平成２６年４月１日付】 

執行役専務 梶本 敏夫 （執行役常務 科学・医用システム事業統括本部長） 

執行役常務 木村 勝高 （執行役 電子デバイスシステム事業統括本部  

評価システム設計開発本部長） 

 

２．再任【平成２６年４月１日付】 

執行役専務 宮崎 正啓 （日立ハイテクノロジーズアメリカ会社社長） 

執行役常務 長尾 英則 （日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社社長） 

 

３．新任【平成２６年４月１日付】 

執行役 大本 博秀 （電子デバイスシステム事業統括本部  

笠戸地区設計・生産本部長） 

執行役 田嶋 浩 （日立ハイテクノロジーズ台湾会社総経理） 

執行役 本田 穣慈 （モノづくり統括本部 那珂地区生産本部長） 

 

４．退任【平成２６年３月３１日付】 

増山 正穂 代表執行役 執行役専務 商事統括本部長 兼 営業統括本部長 兼 CRO 

田地 新一 執行役専務 電子デバイスシステム事業統括本部長 

杉山 秀司 執行役常務 （株）日立ハイテクフィールディング代表取締役取締役社長 

大楽 義一 執行役常務 人事総務本部長 

富岡 秀起 執行役 モノづくり統括本部長 兼 ファインテックシステム業務本部長 

水谷 隆一 執行役 商事統括本部副統括本部長 兼 営業統括本部員 



＜ご参考＞ 

 

１．平成２６年４月１日付の当社執行体制は次のとおりとなります。 

 

役 名 氏 名 主 な 担 当 職 務 

代表執行役 
執行役社長 

久田 佐男 経営執行統括 

執行役専務 松坂 尚 研究開発、知的財産、新事業創生、サービス事業 

代表執行役 
執行役専務 

梶本 敏夫 マーケティング・営業戦略、科学・医用システム事業統括 

執行役専務 御手洗 尚樹※ 
人財、CSR・コーポレートコミュニケーション、法務、内部統制、

コンプライアンス・リスクマネジメント、環境管理、 
グループ会社管理 

執行役専務 宮崎 正啓 経営戦略、ファインテックシステム事業 

執行役常務 西田 守宏 IT 戦略、Smart Transformation Project 推進 

執行役常務 宇野 俊一 財務、貿易管理、インターナルコントロール、IR 

執行役常務 木村 勝高 電子デバイスシステム事業統括 

執行役常務 長尾 英則 商事事業統括 

執行役 池田 俊幸 科学・医用システム事業 

執行役 中島 隆一 業務監査 

執行役 橋本 純一 商事事業（先端産業部材） 

執行役 大本 博秀 電子デバイスシステム事業 

執行役 田嶋 浩 商事事業（産業・IT システム） 

執行役 本田 穣慈 モノづくり、調達、品質保証 

※執行役専務 御手洗尚樹の執行役就任につきましては、平成 26 年 2 月 4日付「執行役の異動に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

 

なお、平成２６年３月３１日付で退任する執行役の、平成２６年４月１日付の役職は次のとおりと 

なります。 

 

田地 新一 技監 

杉山 秀司 （株）日立ハイテクフィールディング代表取締役取締役社長 

大楽 義一 顧問 

富岡 秀起 （株）日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長 就任予定 

水谷 隆一 （株）日立ハイテクソリューションズ代表取締役取締役社長 就任予定 

 

 

 

 

 



２．再任・新任執行役の略歴 

 

宮崎 正啓（みやざき まさひろ）（昭和２９年（１９５４）４月１３日生） 

昭和５２年（１９７７） ４月 日製産業（株）入社 

平成１４年（２００２） ６月 （株）日立ハイテクノロジーズ電子営業本部副本部長 

平成１６年（２００４） ７月 電子営業本部長 

平成１９年（２００７） ４月 執行役（～2010 年 3 月） 

西日本支社長 兼 関西支店長 

平成２２年（２０１０） ４月 日立ハイテクノロジーズアメリカ会社社長 （現任） 
 

長尾 英則（ながお ひでのり）（昭和２９年（１９５４）１月２０日生） 

昭和５２年（１９７７） ４月 日製産業（株）入社 

平成１４年（２００２）１０月 （株）日立ハイテクノロジーズ電子営業本部副本部長 

平成１７年（２００５） ４月 情報・デジタル家電営業本部長 

平成１８年（２００６） ４月 IT ソリューション営業本部長 

平成２１年（２００９） ４月 執行役（～2012 年 3 月） 

商事統括本部商事戦略本部長 

平成２２年（２０１０） ４月 経営戦略本部長 

平成２３年（２０１１） ４月 商事統括本部副統括本部長 

平成２４年（２０１２） ４月 日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社社長 （現任） 

 

大本 博秀（おおもと ひろひで）（昭和３２年（１９５７）２月２１日生） 

昭和５６年（１９８１） ４月 （株）日立製作所入社 

平成１３年（２００１） ４月 同社半導体製造装置グループ半導体装置本部笠戸品質保証部長 

平成１３年（２００１）１０月 （株）日立ハイテクノロジーズ設計・製造統括本部笠戸事業所 

品質保証部長 

平成１９年（２００７） ４月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所半導体装置製造部長 

平成２１年（２００９） ４月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所副事業所長 

平成２３年（２０１１） ４月 電子デバイスシステム事業統括本部 

笠戸地区設計・生産本部長 （現任） 
 

田嶋 浩（たじま ひろし）（昭和３３年（１９５８）５月２５日生） 

昭和５６年（１９８１） ４月 日製産業（株）入社 

平成１６年（２００４） ４月 （株）日立ハイテクノロジーズ情報・生産事業統括本部 

生産システム営業本部産業システム部長 

平成２１年（２００９） ４月 商事統括本部環境・エネルギー営業本部環境・エネルギー一部長 

平成２２年（２０１０） ４月 日立ハイテクノロジーズ台湾会社総経理 （現任） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本田 穣慈（ほんだ じょうじ）（昭和３３年（１９５８）２月１６日生） 

昭和５７年（１９８２） ４月 （株）日立製作所入社 

平成１３年（２００１） ２月 同社計測器グループ環境システム本部技術部長 

平成１３年（２００１）１０月 （株）日立ハイテクノロジーズ情報・生産事業統括本部 

事業企画本部事業企画部長 

平成１６年（２００４） ４月 日立那珂エレクトロニクス（株）機器設計本部長付 

平成１９年（２００７） ４月 （株）日立ハイテクノロジーズ 

ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所 

医用システム第一設計部主管技師 

平成２１年（２００９） ４月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所 

医用システム第二設計部長 

平成２２年（２０１０） ４月 ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所技術部長 

平成２３年（２０１１） ４月 モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長 

平成２４年（２０１２） ４月 （株）日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 

代表取締役取締役社長（～2013 年 9 月） 

平成２５年（２０１３） ４月 （株）日立ハイテクノロジーズ 

モノづくり統括本部那珂地区生産本部長 （現任） 

 

 
 
 

以 上 


