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2020年 9 月 30 日 

株式会社日立ハイテク 

 

役員人事のお知らせ 

 

株式会社日立ハイテク（取締役社長：宮﨑 正啓）は、下記の通り 10 月 1 日付で新たに取締役、

および執行役員を選任いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．新任取締役 

取締役 飯泉 孝 （当社専務執行役員） 

取締役 

 

三浦 英俊 

 

（株式会社日立製作所鉄道ビジネスユニット  

グローバルセールス本部海外高速鉄道プロジェクト部長） 

 ※（ ）内は現職 

 

２．新任取締役の略歴 

飯泉 孝（いいずみ たかし）（生年月日：1960年 10月 14日） 

1985年 4月 株式会社日立製作所入社 

2004年 10月 当社ナノテクノロジー製品事業部那珂事業所半導体計測システム設計部長 

2014年 4月 当社科学・医用システム事業統括本部事業戦略本部長 

2017年 4月 当社執行役 

2019年 4月 当社執行役常務 

2020年 4月 当社執行役専務 

2020年 7月 当社専務執行役員（現任） 

 

三浦 英俊（みうら ひでとし）（生年月日：1974 年 8月 29日） 

2001年 2月 株式会社日立製作所入社 

2015年 4月 同社交通システム社営業統括本部海外交通営業本部 

ビジネス開発推進部長 

2020年 2月 同社鉄道ビジネスユニットグローバルセールス本部 

海外高速鉄道プロジェクト部長（現任） 

 

３．新執行役員 

役  名 氏  名 主 な 担 当 職 務 

専務執行役員 三浦 英俊 経営企画･計画（PMI 関連） 
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【ご参考】 

2020年 10月 1日付の取締役および執行役員体制は次の通りです。 

 

１．取締役体制 

役 名 氏 名 

取締役会長 大森 紳一郎 

代表取締役 

取締役社長 
宮﨑 正啓 

代表取締役 佐藤 真司 

代表取締役 本田 穣慈 

取締役 飯泉 孝 

取締役 三浦 英俊 

取締役 桜井 真司 

取締役 小島 啓二 

取締役 中畑 英信 

取締役 村山 昌史 

 

２．執行役員体制  

役 名 氏 名 主 な 担 当 職 務 

社長執行役員 宮﨑 正啓 （経営執行統括） 

副社長執行役員 佐藤 真司 （社長補佐（経営・営業戦略分野）） 

副社長執行役員 本田 穣慈 

DXプロジェクト副本部長 兼  

株式会社日立ハイテクファインシステムズ取締役社長 

（社長補佐（技術・モノづくり分野）、輸出管理責任者） 

専務執行役員 飯泉 孝 

CDO 兼 Chief Lumada Business Officer 兼  

DXプロジェクト本部長 兼 Ｌｕｍａｄａ事業推進室長 

（デジタル戦略、IR、Lumada 事業） 

専務執行役員 石和 太 
ナノテクノロジーソリューション事業統括本部長 

（ナノテクノロジーソリューション事業、サービス事業） 

専務執行役員 三浦 英俊 （経営企画･計画（PMI 関連）） 

常務執行役員 桜井 真司 
CFO 兼 財務本部長 兼 DXプロジェクト副本部長 

（財務、貿易管理） 
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常務執行役員 高木 幹夫 
アナリティカルソリューション事業統括本部長 

（アナリティカルソリューション事業） 

常務執行役員 家次 晃 

CHRO 兼 CRO 兼 人事総務本部長 

（人財、CSR、コーポレートコミュニケーション、法務、環境、

内部統制、コンプライアンスリスク・マネジメント） 

常務執行役員 加藤 仁 
CSO 兼 CMO 兼 営業戦略本部長 

（経営企画・計画、グループ会社管理、営業戦略） 

常務執行役員 唐澤 和男 
産業ソリューション事業統括本部長 

（産業ソリューション事業） 

執行役員 古賀 靖邦 
日立ハイテクヨーロッパ会社社長 

（EMEA地域） 

執行役員 三善 慶太 
日立ハイテク韓国会社会長 

（韓国地域） 

執行役員 高根 淳 

CTｒO 兼 モノづくり戦略本部長 兼  

那珂地区生産本部長 

（モノづくり・品質保証責任者、調達、 

Smart Transformation 推進） 

執行役員 谷口 昌弘 

産業ソリューション事業統括本部副統括本部長 兼  

株式会社日立ハイテクソリューションズ取締役社長 

（産業ソリューション事業） 

執行役員 禰寝 義人 
CTO 兼 イノベーション推進本部長 

（研究開発、知的財産、新事業創生） 

執行役員 小室 修 
ナノテクノロジーソリューション事業統括本部副統括本部長 

（ナノテクノロジーソリューション事業） 

執行役員 高木 由充 
アナリティカルソリューション事業統括本部副統括本部長 

（アナリティカルソリューション事業） 

執行役員 橋本 成浩 
監査室長 

（業務監査） 

CDO: Chief Digital Officer CFO: Chief Financial Officer CHRO: Chief Human Resources Officer 

CRO: Chief Risk management Officer CSO: Chief Strategy Officer CMO: Chief Marketing Officer 

CTrO: Chief Transformation Officer CTO: Chief Technology Officer  

 

■報道機関お問い合わせ先 

株式会社日立ハイテク CSR 本部 CSR・コーポレートコミュニケーション部 [担当：西川] 

〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 

電話：080-9207-5949(直通)                                                      

以上 


