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● 人 事 異 動  

(1) 役員及びコーポレートオフィサー人事 

氏名 新所属・職位 旧所属・職位 

長野 隆史 

 

取締役 

兼 GLOBAL ATS BOARD MEMBER 

取締役 

兼 GLOBAL ATS BOARD LEADER 

ジョージ  

ギレスピー 

シニアコーポレートオフィサー 

（常務執行役員） 

兼 GLOBAL ATS BOARD LEADER 

シニアコーポレートオフィサー 

（常務執行役員） 

兼 GLOBAL ATS BOARD MEMBER 

ケン ミテラ コーポレートオフィサー（執行役員） 

兼 GLOBAL ATS BOARD MEMBER 

 

コーポレートオフィサー（執行役員） 

兼 GLOBAL ATS BOARD MEMBER 

兼 GLOBAL ATS BOARD アメリカ大陸担当 

中村 博司 コーポレートオフィサー（執行役員） 

兼 GLOBAL ATS BOARD MEMBER 

コーポレートオフィサー（執行役員） 

奥 成博 ジュニアコーポレートオフィサー（理事） ジュニアコーポレートオフィサー（理事） 

兼 品質安全統括センター  

QSR担当センター長 

本川 仁 ジュニアコーポレートオフィサー（理事）

兼 営業本部 本部長 

兼 MIRA Japan Business Unit 室長 

ジュニアコーポレートオフィサー（理事）

兼 営業本部 本部長 

兼 ATS Sales Promotion部 部長 

兼 MIRAプロジェクト   

プロジェクトマネジャー 

 

(2) 主要人事 

氏名 新所属・職位 旧所属・職位 

◆ 品質安全統括センター 

佐々木 晋哉 センター長 副センター長 

兼 医用事業本部 QSRプロジェクト  

  プロジェクトマネジャー 

◆ グローバル本部 

小松 達生 本部長 

兼 事業企画開発部 部長 

本部長 

船田 紘平 デジタル戦略推進部 部長 開発本部 開発企画センター  

インフォマティクス推進部 部長 

栗田 英正 ICTサービス部 部長  業務改革推進部 副部長 

◆ 営業本部 

向井 保夫 副本部長 

兼 ATS Sales Promotion部 部長 

副本部長 

藤本 亨 
副本部長 

兼 Group Networkプロジェクト     

プロジェクトマネジャー 

副本部長 

中村 龍人  
東京セールスオフィス 所長 

兼 Group Networkプロジェクト TSO担当 

グローバル本部 科学・半導体事業戦略室 

事業企画担当 

◆ 開発本部 

中谷 茂 

 

先行開発センター センター長 

兼 基盤・共通技術部 部長 

先行開発センター 先行開発部 部長 

青山 淳一 先行開発センター 先行開発部 部長 先行開発センター 先行開発部 副部長 

治田 和彦 第１製品開発センター 副センター長 

兼 プロダクトサステイニング部 部長 

第１製品開発センター 副センター長 

兼 自動車計測開発部 部長 

兼 Project IRLAM プロジェクトマネジャー 

秋田 将伸 第１製品開発センター 

自動車システム製品開発部 部長 

第１製品開発センター 

自動車計測設計部 部長 
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氏名 新所属・職位 旧所属・職位 

塩見 和広 第１製品開発センター           

自動車アプリケーション開発部 部長 

第１製品開発センター システムソリューシ

ョン部 部長 

巖 正知 第２製品開発センター センター長 

兼 アプリケーション開発部 部長 

第２製品開発センター センター長 

勝田 敏広 第２製品開発センター          

Project IoT & Data Analytics     

プロジェクトマネジャー 

第２製品開発センター Project IoT 

Linkageプロジェクトマネジャー 

◆ 生産本部 

浦谷 勝己 プロジェクトエンジニアリングセンター 

センター長 

兼 アプリケーションプロジェクト推進室 

室長 

プロジェクトエンジニアリングセンター 

センター長 

 

◆ 医用事業本部 

桶谷 順哉 品質統括部 部長 Clinical & Quality Assurance部 部長 

 

(3) グループ会社主要人事 

株式会社堀場テクノサービス 

氏名 新所属・職位 旧所属・職位 

室賀 裕一 顧問 代表取締役社長 

千原 啓生 代表取締役社長 シニアコーポレートオフィサー（常務執行

役員）副社長 

植木 淳 
コーポレートオフィサー（執行役員） 

兼 業務本部担当 

コーポレートオフィサー（執行役員） 

兼 業務本部 本部長 

兼 業務本部 輸出管理担当 

駒谷 慎太郎 ジュニアコーポレートオフィサー（理事） 

兼 分析技術本部 本部長 

兼 Calibration & Verification 

Department 部長 

ジュニアコーポレートオフィサー（理事） 

兼 分析技術本部 本部長 

兼 Analytical Technology Center 部長 

兼 Service Engineering Department 部長 

 

 

 
注記： ・ライン部長級以上を記載 ・組織名称変更に伴う異動は割愛   

・変更がない（兼務を継続）兼務職名は割愛  
・グループ会社は執行役員以上を記載 

 

 


