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2017 年 1 月 5 日 

住友電気工業株式会社 

 

【組織改正】 

１．人事部に「スポーツ・健康事業推進室」を新設する。 

 

２．半導体技術研究所を伝送デバイス研究所に統合する。 

 

３．伝送デバイス研究所に結晶技術研究部と半導体デバイス研究部を置く。 

 

４．エレクトロニクス部門の電子部品部を導電材料・機能製品事業本部に移管する。 

 

５．「半導体イノベーション事業本部」を新設する。 

 

６．半導体イノベーション事業本部に「企画業務部」、伝送デバイス事業部（情報通信部門より

移管）、半導体事業部（エレクトロニクス部門より移管）、デバイス営業統轄部（情報通信部

門より移管）を置く。  

 

【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

中島   成 半導体ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業本部長 伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部長、 

住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 (社長) 

常務執行役員 

奈良橋 三郎  情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ企画部長 執行役員、 

情報ｼｽﾃﾑ部長、 

SEI-CSIRT 室長 

長野  友明  中部営業統轄部第二営業 

部長 

執行役員、 

自動車事業本部副

本部長、 

中部営業統轄部長 

麻植  和男  人事部ｽﾎﾟｰﾂ・健康事業推進 

室長 

 人事部長 

橘高   淳  情報ｼｽﾃﾑ部情報技術部長 情報ｼｽﾃﾑ部次長 

橋元   紳 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ企画部長 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ企画部主幹  

高橋   覚 情報ｼｽﾃﾑ部情報技術部長 住友電工情報ｼｽﾃﾑ株式会社  

    

    

２０１７年１月１６日付 組織改正・人事異動について 
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氏名 新職 旧職 継続職 

平松  知雄 伊丹製作所長 SEI ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾂ株式会社  

大岡  伸哉  安全環境部省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進 

室長 

安全環境部長 

三島  隆之 安全環境部省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進室長  安全環境部主幹 

山口   弘     生産技術部ﾓﾉづくり強化推

進室長 

生産技術部長 

内野  史貴 生産技術部ﾓﾉづくり強化推進

室長 

生産技術部ﾓﾉづくり強化推

進室主幹 

 

加藤  雅彦 社会ｼｽﾃﾑ営業本部支配人 産業ｼｽﾃﾑ営業部長  

飯田  琢朗 SUMITOMO ELECTRIC 

ASIA LTD. 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業統轄部海外電子

ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業部長 

 

岡田  久知 産業ｼｽﾃﾑ営業部長 産業ｼｽﾃﾑ営業部次長 産業ｼｽﾃﾑ営業部 

西部産業ｼｽﾃﾑ営業

部長 

津曲  裕明 産業ｼｽﾃﾑ営業部次長  産業ｼｽﾃﾑ営業部 

東部産業ｼｽﾃﾑ営業

部長 

渡部  雅一 海外通信営業部主幹 光通信事業部企画部長  

松本   啓  電子回路営業部電子機器 

営業部長 

電子回路営業部長 

中村   茂 電子回路営業部電子機器営業

部長 

SUMITOMO ELECTRIC 

U.S.A., INC. 

 

弘津  研一  ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ 

機器･ｼｽﾃﾑ部長 

ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発 

ｾﾝﾀｰ長 

綾井  直樹 ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ機器・

ｼｽﾃﾑ部長 

 ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発 

ｾﾝﾀｰ機器･ｼｽﾃﾑ部 

電力制御ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

井上  哲也    伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究所次長 半導体技術研究所長  

池上  隆俊    伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究所技師長 半導体技術研究所技師長  

山本  喜之    伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究所結晶技術 

研究部長 

半導体技術研究所結晶技術

研究部長 

 

上野  昌紀    伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究所半導体 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究部長 

半導体技術研究所半導体 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究部長 

 

札本  広治     電力機器事業部機器技術 

部長 

電力機器事業部長 

岡本   岳 電力機器事業部機器技術部長 電力機器事業部機器技術部

送電機器ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
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氏名 新職 旧職 継続職 

杉野  雄一  住電ﾌｧｲﾝｺﾝﾀﾞｸﾀ株式会社 SUMIDEN ELECTRONIC 

MATERIALS (M) SDN. 

BHD. (社長) 

 

下田  浩平 SUMIDEN ELECTRONIC 

MATERIALS (M) SDN. BHD. 

(社長) 

住電ﾌｧｲﾝｺﾝﾀﾞｸﾀ株式会社  

大西  正志 光通信事業部企画部長  光通信事業部海外

技術部長 

天野  亜夫 光通信事業部技術部長 光通信事業部企画部海外推

進室長 

 

鈴木  叙之 SUMITOMO ELECTRIC 

LIGHTWAVE CORP. 

光通信事業部技術部長  

相川  晴彦 富通住電光導科技(嘉興)有限

公司 (総経理) 

清原住電株式会社  

今村  圭一 半導体ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業本部企画

業務部長 

 伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部

企画部長 

長谷川 裕一 伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部長 

兼住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 (社長) 

住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 

 

高橋  久人 住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

株式会社 

住友電工（蘇州）光電子器

件有限公司 (総経理) 

 

吉村   学    住友電工（蘇州）光電子器件

有限公司 (総経理) 

SUMITOMO ELECTRIC 

DEVICE INNOVATIONS, 

U.S.A., INC.   

 

唐内  一郎    SUMITOMO ELECTRIC 

DEVICE INNOVATIONS, 

U.S.A., INC.  (社長) 

住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 

 

川合  貴久    ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業統轄部海外電子 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業部長 

住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 

 

森田   徹    水処理事業開発部長 

兼水処理事業開発部製造部長 

水処理事業開発部次長 

兼水処理事業開発部技術 

部長 

 

大山  佳伸 水処理事業開発部技師長 水処理事業開発部長 

兼水処理事業開発部製造 

部長 

 

井田  清志 水処理事業開発部技術部長 水処理事業開発部営業部長

補佐 
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氏名 新職 旧職 継続職 

須田  昌宏  自動車事業本部営業企画部

国内営業推進部長 

自動車事業本部 

営業企画部長 

細谷  厚一    自動車事業本部営業企画部 

国内営業推進部長 

SUMITOMO ELECTRIC 

WIRING SYSTEMS, INC. 

 

中井  一良    中部営業統轄部第二営業部長 SUMITOMO ELECTRIC 

WIRING SYSTEMS, INC. 

 

近藤  和之    株式会社ﾃｸﾉｱｿｼｴ 伊丹製作所長  

  

以 上 

 


