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セイコーエプソン株式会社 2017年3月16日

＜発令日：2017年4月1日＞
▼業務委嘱・委任発令（役員）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント担当
代表取締役　専務執行役員
兼 ウエアラブル機器事業部長 兼 経営企画本部長

井上 茂樹

▽プリンティングソリューションズ事業部長 （プリンター事業部長 兼 経営企画本部副本部長） 取締役　常務執行役員 久保田 孝一

▽技術開発本部長 兼 ウエアラブル・産業プロダクツ事業
　セグメント副担当

（第二技術開発本部長） 執行役員 奥村 資紀

▽兼　ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント副担当 （ビジュアルプロダクツ事業部長） 執行役員　生産企画本部長 渡辺　潤一

▽技術開発本部副本部長 兼 コアデバイス技術開発部長 （第二技術開発本部副本部長 兼 Ｒ要素開発部長） 執行役員 北松 康和

▽プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 （プリンター事業部副事業部長） 執行役員 島田 英輝

▽Epson (China) Co., Ltd.※ 総経理
（プロフェッショナルプリンティング事業部副事業部長
　兼 ＰＳ営業部長）

執行役員 深石 明宏

▽プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 （プロフェッショナルプリンティング事業部長） 執行役員 村田　すなお

▽Epson Engineering (Shenzhen) Ltd.※ 董事長総経理 （ウエアラブル機器事業部副事業部長） 執行役員 森山　佳行

▽技術開発本部　新技術探索テーマ担当 （第一技術開発本部副本部長） 執行役員 北原　強

▽マイクロデバイス事業部副事業部長 （第一技術開発本部副本部長） 執行役員 下斗米　信行

▽営業本部長 （Epson (China) Co., Ltd.※  総経理） 執行役員 安藤　宗德

▽プリンティングソリューションズ事業部副事業部長
　兼 Ｐ企画設計部長

（プリンター事業部副事業部長 兼 プリンター企画設計
　部長）

執行役員 五十嵐　人志

※Epson (China) Co., Ltd.　：エプソン・チャイナ　　Epson Engineering (Shenzhen) Ltd.　：エプソン・エンジニアリング深せん
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▼人事発令（本部長･事業部長）
新職 旧職 継続職 氏名

＜知的財産本部＞

▽兼 特許技術部長 （兼 知財基盤推進部長 兼 ライセンス部長） 知的財産本部副本部長 村上　治

＜技術開発本部＞
▽技術開発本部副本部長 兼 コアデバイス技術開発部長 （兼 コア技術開発センター部長） 兼 ペーパーラボ事業推進プロジェクト部長 市川　和弘

▽技術開発本部副本部長 兼 コア要素技術・製造部長 （機器要素技術・製造部長） 上條　隆弘

＜営業本部＞

▽営業本部副本部長 兼 プリンター営業部長 （プリンター事業部プリンター営業部長） 永房　義朗

＜プリンティングソリューションズ事業部＞

▽プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 細野　聡

＜ビジュアルプロダクツ事業部＞

▽ビジュアルプロダクツ事業部長 （ビジュアルプロダクツ事業部副事業部長） 小川 恭範

＜ウエアラブル機器事業部＞
▽ウエアラブル機器事業部副事業部長 （ＷＰ生産管理・調達部長） 武井　啓介

▼人事発令（部長級）
新職 旧職 継続職 氏名

＜人事本部＞
▽人事部長 兼　総務部長 井出　清久
＜経営管理本部＞
▽企画渉外部長 （企画渉外部 課長） 吉橋　晴司
▽広報IR部長 （広報IR部 課長） 小林　洋介
＜知的財産本部＞
▽ライセンス部長 （特許技術部長） 小林　利彦
▽特許技術部長 （特許技術部 課長） 小嶋　輝人

▽知財基盤推進部長
（特許技術部長 兼 ビジュアルプロダクツ事業部VP要素
　開発部長）

川上　泰

＜技術開発本部＞
▽技術開発管理部長 （第二技術開発本部機器要素管理部長） 佐藤　暢明
▽技術開発管理部長 （第二技術開発本部機器要素管理部長） 小林　克嗣
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▽コアデバイス技術開発部長 兼 プリンティングソリュー
　ションズ事業部Ｐ要素設計部長

（第二技術開発本部機器要素開発部長） 金谷　宗秀

▽コアデバイス技術開発部長 兼 プリンティングソリュー
　ションズ事業部Ｐ要素設計部長

（第一技術開発本部コア技術開発センター部長
　兼 プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

木口　浩史

▽コアデバイス技術開発部長 （第二技術開発本部機器要素開発部長） 佐藤　潤
▽コアデバイス技術開発部長 （第一技術開発本部コア技術開発センター部長） 金子　剛
▽コアデバイス技術開発部長 （第一技術開発本部コア技術開発センター部長） 伊東　春樹
▽コアデバイス技術開発部長 （第二技術開発本部機器要素開発部長） 神名　重男
▽ソフトウェア技術開発部長 （第一技術開発本部コア技術開発センター部長） 松澤　欣也
▽ソフトウェア技術開発部長 （第二技術開発本部機器要素開発部長） 布川　博一
▽コア要素技術・製造部長 （第二技術開発本部機器要素技術・製造部 課長） 依田　剛
▽コア要素技術・製造部長 （第一技術開発本部コアデバイス生産センター部長） 田中　和雄
▽加工プロセス技術開発部長 （第二技術開発本部機器生産技術開発部長） 金井　保人
▽加工プロセス技術開発部長 （第二技術開発本部機器生産技術開発部長） 五味　一博
▽自動化技術開発部長 （第二技術開発本部生産技術センター部長） 田代　雅之
▽自動化技術開発部長 （第二技術開発本部生産技術センター部長） 矢嶋　実
＜IT推進本部＞
▽ＩＴ推進企画部長 （ＩＴ推進企画部長 課長） 瀬戸口　理絵
▽ＩＴ基盤企画設計部長 （ＩＴ推進企画部長） 中村　一男
▽ＩＴ基盤企画設計部長 （情報化推進部長） 小坂　賢
＜営業本部＞
▽営業企画部長 （経営企画本部経営企画部長） 藤崎　康二郎

▽プリンター営業部長
（プリンター事業部プリンター営業部プリンター
　営業部 課長）

諸伏　淳

▽プリンター営業部長
（プリンター事業部プリンター営業部プリンター
　営業部 課長）

笠島　仁実

＜プリンティングソリューションズ事業部＞
▽Ｐ・ＣＳ品質保証部長 （プリンター事業部プリンターＣＳ品質保証部長） 浅水　孝修
▽Ｐ・ＣＳ品質保証部長 （プリンター事業部プリンターＣＳ品質保証部長） 川田　正明

▽Ｐ・ＣＳ品質保証部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ・ＣＳ
　品質保証部長）

林　昌志

▽Ｐ・ＣＳ品質保証部長　兼　技術開発本部
　コア要素技術・製造部長

（第二技術開発本部機器要素品質保証部長） 黒澤　康幸
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▽Ｐ総務部長　
（プリンター事業部プリンター総務部長　兼　第二技術開発
　本部機器要素総務部長 兼 プロフェッショナルプリンティ
　ング事業部ＰＳ総務部長）

兼 人事本部総務部長 土田　英文

▽Ｐ事業管理部長 （プリンター事業部プリンター事業管理部長） 太田　和宏

▽Ｐ事業管理部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ事業管理部
　課長）

岩崎　哲也

▽Ｐ事業戦略推進部長 （プリンター事業部プリンター事業戦略推進部長） 吉田　潤吉

▽Ｐ事業戦略推進部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ事業戦略
　推進部長）

桑田　智彰

▽Ｐ要素設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 山田　陽一

▽Ｐ要素設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 高本　徹也

▽Ｐ要素設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画設計
　部長）

米窪　周二

▽Ｐ要素設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画設計
　部長）

狭山　朋裕

▽Ｐ要素設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画設計
　部長）

金谷　美春

▽Ｐデザイン部長 （第二技術開発本部機器デザイン部 課長） 川原　学
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 山中　剛
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 吉田　昌敬
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 富井　剛
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 松尾　恭宏
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 丸山　昭
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部 課長） 岡本　克巳
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 折井　康哲
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 遠藤　正勝
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 柴垣　安孝
▽Ｐ企画設計部長 （ＩＴ推進本部ソフトウェア企画設計部長） 北原　克人
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 二村　和信
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 藤森　正明
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部 課長） 木村　正博
▽Ｐ企画設計部長 （プリンター事業部プリンター企画設計部長） 石田　悟郎
▽エプソンダイレクト株式会社代表取締役社長
　兼 Ｐ企画設計部長

（エプソンダイレクト株式会社取締役） 栗林　治夫
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▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

田辺　雄健

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

原田　泰晴

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

藤川　雅史　

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

前川　博宜　

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

片山　敏彦

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

日高　健雄

▽Ｐ企画設計部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ企画
　設計部長）

石田　正紀

▽Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部長） 本間　裕二

▽Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部長） 武井　昭文

▽Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部長） 宮坂　敏明

▽Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部長） 小橋　健二

▽Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部 課長） 上村　夏樹

▽Ｐ生産技術部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ生産
　技術部長）

中村　健二

▽Ｐ生産技術部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ生産
　技術部長）

田多井　光明

▽Ｐ生産技術部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ生産
　技術部長）

山崎　正道

▽Ｐ要素技術・製造部長 （第二技術開発本部機器要素技術・製造部長） 水永　紀之

▽Ｐ要素技術・製造部長 （第二技術開発本部機器要素技術・製造部長） 外山　義信

▽Ｐ要素技術・製造部長 （第二技術開発本部機器要素技術・製造部長） 羽毛田　和重

▽Ｐ要素技術・製造部長 兼 技術開発本部コア要素
　技術・製造部長

（第二技術開発本部機器要素技術・製造部長） 藤沢　洋司
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▽ 兼 Ｐ生産技術部長 （プリンター事業部プリンター生産技術部長） Ｐ合理化推進部長 御船　真也

▽Ｐ生産管理・調達部長 （プリンター事業部プリンター生産管理・調達部長） 入江　有志

▽Ｐ生産管理・調達部長 （プリンター事業部プリンター生産管理・調達部長） 中山　千利

▽Ｐ生産管理・調達部長 （プリンター事業部プリンター生産管理・調達部長） 丑山　徹

▽Ｐ生産管理・調達部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ生産
　管理・調達部長）

上條　弘人

▽兼 Ｐ生産管理・調達部長 ペーパーラボ事業推進プロジェクト部長 高田　直文

▽ＬＷ事業推進部長
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＬＷ事業
　推進部長）

田中　静治

▽エプソン販売株式会社出向
（エプソンダイレクト代表取締役社長 兼 プリンター
　事業部プリンター企画設計部長）

吉崎　宏典

▽エプソン販売株式会社出向
（プロフェッショナルプリンティング事業部ＰＳ事業
　管理部長）

伊藤　利彦

＜ビジュアルプロダクツ事業部＞
▽ＶＰデザイン部長 兼 技術開発本部加工プロセス技術
　開発部長

（第二技術開発本部機器デザイン部長） 酒井　宏明

▽ＶＰ製品部長 （ＶＤ営業・技術サポート部長） 内田　雅秀
＜ロボティクスソリューションズ事業部＞
▽ＲＳ企画設計部長 （ＲＳ企画設計部 課長） 牛山　佳彦

▽ＲＳ生産技術部長 （東北エプソン株式会社出向） 上沢　大　

▽東北エプソン株式会社出向 （ＲＳ生産技術部長） 辻　宏文

＜ウエアラブル機器事業部＞
▽ＷＰ企画設計部長 宇都宮　純夫

▽ＷＰ事業戦略推進部長 （ＷＰ事業戦略推進部） 古野　克尚

▽ＷＰデザイン部長 （ＷＰ企画設計部 課長） 桜井　誠二

▽ＷＰ生産技術部長 （ＷＰ生産技術部 課長） 竹内　政生

▽ＷＰ生産技術部長 （ＷＰ生産技術部 課長） 高津　美夫

▽ＷＰ生産管理・調達部長 （Epson Precision (Shenzhen) Ltd.※ 出向） 小関　雅之
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▽Orient Watch (Shenzhen) Ltd.※ 出向 （ＷＰ生産管理・調達部長） 平栗 健一

▽Ｗ生産部長 （ＷＰ生産技術部長） 原 辰男

＜マイクロデバイス事業部＞
▽ＴＤ・ＣＳ品質保証部長 （ＴＤ・ＣＳ品質保証部 課長） 大橋　浩朗

▽ＴＤ商品開発部長 兼 デバイス事業戦略推進部長 （ＴＤ商品開発部 課長 兼 デバイス事業戦略推進部 課長） 宮澤　健

▽ＴＤ商品開発部長 （ＴＤ商品開発部 課長） 牧　克彦

▽ＴＤ技術部長 （ＩＣ生産技術部 課長） 小林　憲人

▽兼 デバイス事業戦略推進部長 （兼 デバイス営業部長） ＴＤ生産企画管理部長 大和田　吉広

▽兼 ＩＣ実装検査部長 ＩＣ・ＣＳ品質保証部長 芳澤　和夫

▽ＩＣ商品開発部長 （ＩＣ商品部 課長） 梅田　博之

▽ＩＣ商品開発部長 （ＩＣ商品部長） 佐藤　薫

▽兼 ＩＣ商品開発部長 ＩＣ製品技術部長 高相　知郎

▼機構改革

・ＩＴ基盤企画設計部を新設する。

・ソフトウェア企画設計部を解消する。

※Orient Watch (Shenzhen) Ltd.:オリエント時計深せん、Epson Precision (Shenzhen) Ltd.：エプソン・プレシジョン深せん

＜技術開発本部＞

・第一技術開発本部、第二技術開発本部を解消し、技術開発本部を新設する。

＜ＩＴ推進本部＞

・ソフトウェア品質・生産技術部をＩＴ・ＣＳ品質保証部に名称変更する。

・技術開発本部は、技術開発管理部（新設）、分析リサーチセンター、コアデバイス技術開発部（新設）、ソフトウェア技術開発部（新設）、コア要素技術・製造部（新設）、
　加工プロセス技術開発部（新設）、自動化技術開発部（新設）、ものづくり塾、安全企画部を所管する。

＜営業本部＞

・全社の営業機能を所管する営業本部を新設する。

・経営企画本部経営企画部所管の営業企画機能、ブランド・コミュニケーション企画部の機能を移管し、営業企画部（新設）、ブランド・コミュニケ―ション企画部を所管する。

・各事業部所管の営業機能を移管し、プリンター営業部、Ｃ＆Ｉプリンター営業部（PS営業部の名称変更）、ＶＰ営業部（VI営業部の名称変更）、ＲＳ営業部、ＷＰ営業部、
   デバイス営業部を所管する。
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＜プリンティングソリューションズ事業部＞

・プリンター事業部とプロフェッショナルプリンティング事業部を解消し、プリンティングソリューションズ事業部を新設する。
・プリンティングソリューションズ事業部は、Ｐ・ＣＳ品質保証部（新設）、Ｐ総務部（新設）、Ｐ事業管理部（新設）、Ｐ事業戦略推進部（新設）、Ｐ要素設計部（新設）、
　Ｐデザイン部（新設）、Ｐ企画設計部（新設）、Ｐ生産技術部（新設）、Ｐ要素技術・製造部（新設）、Ｐ合理化推進部（名称変更）、Ｐ生産管理・調達部（新設）、
　ＬＷ事業推進部を所管する。
＜ビジュアルプロダクツ事業部＞

・ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメントを新設し、その傘下に従来のロボティクスソリューションズ事業部、ウエアラブル機器事業部、マイクロデバイス事業部を置く。

＜ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント＞

・ＶＰデザイン部を新設する。
・ＶD営業・技術サポート部を解消し、技術サポート機能をVP製品部に、営業機能を営業本部デバイス営業部に移管する。

　　・ＩＣ商品部をＩＣ商品設計部に名称変更する。

　（ウエアラブル機器事業部）
　　・ＷＰデザイン部を新設する。
　（マイクロデバイス事業部）
　　・ＩＣ商品開発部を新設する。

 
この件に関するお問い合わせは下記にお願いします。 

セイコーエプソン（株） 広報IR部 
電話：03-5368-0961(直) 0266-58-1705（直） 


	リリース

