
 
 

 2018年 7月４日 

 

2018 年 7 月 1 日付 執行役員・理事の業務委嘱についてのお知らせ 
 

標記の件、2018年 7月 1日付 執行役員・理事の業務委嘱につきまして、 

別紙の通りご案内申しあげます。 

 

 

◆執行役員の業務委嘱 

◆理事の業務委嘱 

 

                                                              以 上 

 



2018年7月4日

※太字・下線部分：変更箇所 イビデン株式会社

氏    名 変更前 変更後

竹中 裕紀 ［代表取締役］ ［代表取締役］

取締役会議長、執行全般統括、電子事業担当 取締役会議長、執行全般統括、電子事業担当

青木 武志 ［代表取締役］ ［代表取締役］

執行全般統括、セラミック事業担当、技術開発担当 執行全般統括、セラミック事業担当、技術開発担当

児玉 幸三 ［代表取締役］ ［代表取締役］

品質・技術・生産担当、生産推進本部長 品質・技術・生産担当、生産推進本部長

CSR推進室担当、エネルギー統括部担当 CSR推進室担当、エネルギー統括部担当

IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 執行役会長 IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 執行役会長

生田 斉彦 ［取締役専務執行役員］ ［取締役専務執行役員］

経営企画本部長、関連会社担当、IR担当 経営企画本部長、関連会社担当、IR担当

伊藤 宗太郎 ［常務執行役員］ ［常務執行役員］

セラミック事業本部長 セラミック事業本部長

河島 浩二 ［常務執行役員］ ［常務執行役員］

電子事業本部長、揖斐電電子(北京)有限公司 董事長 電子事業本部長、同本部 MLB事業部長

揖斐電電子(北京)有限公司 董事長

久保 修一 ［常務執行役員］ ［常務執行役員］

技術開発本部長、同本部 事業戦略部長 兼 技術開発本部長、同本部 事業戦略部長 兼

バイオマテリアル製品開発センター長 バイオマテリアル製品開発センター長

遠藤 本鎮 ［執行役員］ ［執行役員］

揖斐電電子(北京)有限公司 総経理 [出向] 電子事業本部 副本部長

同本部 MLB事業部 副事業部長

揖斐電電子(北京)有限公司 総経理 [出向]

平松 靖二 ［執行役員］ ［執行役員］

セラミック事業本部 副本部長 セラミック事業本部 副本部長
　
佐野 尚 ［執行役員］ ［執行役員］

経営企画本部 副本部長、同本部 財務部長 経営企画本部 副本部長、同本部 財務部長

稲垣 靖 ［執行役員］ ［執行役員］

電子事業本部 副本部長 電子事業本部 副本部長、同本部 PKG事業部長

同本部 第1ビジネスユニット長

野田 宏太 ［執行役員］ ［執行役員］

電子事業本部 副本部長 電子事業本部 副本部長

同本部 第2ビジネスユニット長 同本部 PKG事業部 副事業部長

大野 一茂 ［執行役員］ ［執行役員］

経営企画本部 副本部長、同本部　IT推進室長 経営企画本部 副本部長、同本部　IT推進室長

執行役員の「業務委嘱」について
　（2018 年7月1日付け）



2018年7月4日

※太字・下線部分：変更箇所 イビデン株式会社

氏    名 変更前 変更後

山田 啓二 [理事] [理事]

技術開発本部 副本部長 技術開発本部 副本部長

同本部 自動車機能製品開発センター長 同本部 自動車機能製品開発センター長

高橋 勝洋 [理事] [理事]

技術開発本部 副本部長、同本部 生産技術センター長 技術開発本部 副本部長、同本部 生産技術センター長

兼　セラミック事業本部 生産技術部長 兼　セラミック事業本部 生産技術部長

矢津 一 [理事] [理事]

技術開発本部 知的財産部長 技術開発本部 知的財産部長

長澤 博徳 [理事] [理事]

IBIDEN Philippines, Inc 副社長 [出向] 電子事業本部 副本部長

同本部 PKG事業部 副事業部長

高田 哲二 [理事] [理事]

IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 電子事業本部 MLB事業部 副事業部長

代表取締役社長 [出向] IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd.

代表取締役社長 [出向]

山中 恭一 [理事] [理事]

生産推進本部 副本部長、CSR推進室長 生産推進本部 副本部長、CSR推進室長

野田 幸宏 [理事] [理事]

IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 副社長 [出向] IBIDEN Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 副社長 [出向]

岡崎 信雄 [理事] [理事]

電子事業本部 技術部長 電子事業本部 PKG事業部 技術開発部長

足立 圭司 [理事] [理事]

技術開発本部 事業戦略部　副部長 兼 技術開発本部 事業戦略部　副部長 兼

同本部 バイオマテリアル製品開発センター 同本部 バイオマテリアル製品開発センター

副センター長 副センター長

川崎 保典 [理事] [理事]

経営企画本部 副本部長、同本部 人事・総務部長 経営企画本部 副本部長、同本部 人事・総務部長

岩井 勤 [理事] [理事]

揖斐電電子(北京)有限公司 副総経理 [出向] 揖斐電電子(北京)有限公司 副総経理 [出向]

川崎 洋吾 [理事] [理事]

電子事業本部 品質保証部長 電子事業本部 PKG事業部 品質保証部長

浅野 康博 [理事] [理事]

セラミック事業本部	ECP事業部長 セラミック事業本部 ECP事業部長

同事業部	生産部長 同事業部 生産部長

山村 範彦 [理事] [理事]

セラミック事業本部 ECP事業部 副事業部長 セラミック事業本部 ECP事業部 副事業部長

理事の「業務委嘱」について
　（2018年7月1日付け）


