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2018 年 3 月 26 日 

住友電気工業株式会社 

 

【組織改正】 

１．社会システム営業本部に、「データセンターソリューション営業部」を新設する。 

 

２．自動車新領域研究開発センターに、「高周波技術研究部」を新設する。 

 

３．パワーシステム研究開発センターの電力通信部を、電力応用システム部に改称する。 

 

４．情報ネットワーク研究開発センターの光伝送システム研究部と光ネットワークシステム 

研究部を統合し、ネットワークシステム研究部に改称する。 

 

５．パワーデバイス開発部に、「品質保証部」を新設する。 

 

６．電線・エネルギー事業本部に、「安全・環境管理部」と「品質管理部」を新設する。 

 

７．電線・エネルギー事業本部の電力安全・環境管理部と電力設備技術部を廃止する。 

 

８．電線・エネルギー事業本部の電力品質保証部を廃止し、電力事業部、電力機器事業部、 

電力エンジニアリング事業部、架空線事業部にそれぞれ「品質保証部」を新設する。 

 

９．電力事業部に「業務部」を新設する。 

 

１０．電線・エネルギー事業本部 企画業務部の海外事業管理室を、電力事業部業務部に 

移管する。 

 

１１．架空線事業部の海外架空線プロジェクト部を廃止し、所管業務を架空線事業部技術部に 

移管する。 

 

１２．架空線事業部に「イノベーティブ・ソリューション部」を新設する。 

 

１３．プリント回路事業部に、「企画業務部」と「新規事業推進室」を新設する。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１8年 4 月１日付 組織改正・人事異動について 
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【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

谷   信  財務部長 専務取締役 

長野 友明 常務執行役員 執行役員、 

中部営業統轄部第一営業

部長 

自動車事業本部副本部長、 

中部営業統轄部長 

四方  洋 電力事業部業務部長  執行役員、 

電線・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部 

副本部長、 

電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部 

企画業務部長 

西出  裕 新規事業開発本部 

副本部長 

SEI ELECTRONIC 

COMPONENTS 

(VIETNAM), LTD.(社長) 

執行役員 

島田 健一 財務部長 財務部主幹  

山下 和寿 知的財産部主幹 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀｰ

光伝送ｼｽﾃﾑ研究部長 

 

渡部 雅一 SUMITOMO ELECTRIC 

EUROPE LTD.(社長) 

SUMITOMO ELECTRIC 

EUROPE LTD. 

 

小林 真人 社会ｼｽﾃﾑ営業本部 

営業企画部次長 

兼ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ営業本部 

営業企画部次長 

SUMITOMO ELECTRIC 

EUROPE LTD.(社長) 

 

高木  哲 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 

第二営業部長 

海外通信営業部主幹  

津田 裕三  通信ｷｬﾘｱ営業部 

西日本営業部長 

通信ｷｬﾘｱ営業部長 

鈴木 一聡 通信ｷｬﾘｱ営業部 

ｷｬﾘｱ営業部長 

通信ｷｬﾘｱ営業部 

ｷｬﾘｱ営業部ｷｬﾘｱｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

浮穴  慎 通信ｷｬﾘｱ営業部 

西日本営業部長 

通信ｷｬﾘｱ営業部 

ｷｬﾘｱ営業部長 

 

津上 知道 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業 

部長 

海外通信営業部長補佐  

松本  啓 住友電工電子製品貿易

（上海）有限公司 

(総経理) 

電子回路営業部長  
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氏名 新職 旧職 継続職 

青木 朋之 移動体ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ営業 

部長 

電子・情報機器営業部長 

兼電子・情報機器営業部 

電子ﾜｲﾔｰ営業部長 

 

片山 喜隆 電子・情報機器営業部長 

兼電子・情報機器営業部

電子ﾜｲﾔｰ営業部長 

住友電工電子製品貿易 

（上海）有限公司(総経理) 

 

木村 哲朗 電子回路営業部長 

 

 電子回路営業部携帯機器

営業部長 

片山  誠  IoT 研究開発ｾﾝﾀｰ 

企画業務室長 

研究企画業務部 

連携推進室長 

藤川 裕之  自動車新領域研究開発 

ｾﾝﾀｰﾕﾆｯﾄ研究部長 

自動車新領域研究開発 

ｾﾝﾀｰ次長 

松谷 佳昭 自動車新領域研究開発 

ｾﾝﾀｰﾕﾆｯﾄ研究部長 

住友電装株式会社  

桑山 一郎 自動車新領域研究開発 

ｾﾝﾀｰ高周波技術研究 

部長 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀｰ

無線伝送ｼｽﾃﾑ研究 

部長補佐 

 

下口 剛史 ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ

電力応用ｼｽﾃﾑ部長 

ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ研究開発ｾﾝﾀｰ 

電力通信部長 

 

村田 拓史 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀ

ｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究部長 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀｰ

光ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ研究部長 

情報ネｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀｰ

次長 

向井 英之 IoT 研究開発ｾﾝﾀｰ 

企画業務室長 

 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ研究開発ｾﾝﾀｰ

企画業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

西口 勝規  ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 

結晶部長 

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部長 

三木  淳 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 

品質保証部長 

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部主幹  

田辺 達也 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 

結晶部長 

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部 

材料部長 

 

古米 正樹 ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部材料

部長 

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部材料部 

ｴﾋﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

岸  幸治 電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部 

品質管理部長 

電力品質保証部次長  

高津 理雄  電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部企画

業務部海外事業管理室長 

電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部 

企画業務部長補佐 

小原 信也 電力事業部主幹 電力品質保証部長  
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氏名 新職 旧職 継続職 

栗本 勝也 電力事業部 

品質保証部長 

電力品質保証部 

大阪電力 QA ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

沖田 俊雄 電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部安

全･環境管理部主幹 

電力安全・環境管理部長 株式会社ｼﾞｪｲ･ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ 

加藤 秀一郎  電力設備技術部長 株式会社ｼﾞｪｲ･ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ 

藤原 義晃 電力機器事業部 

品質保証部長 

電力品質保証部 

大阪機器 QA ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

柳 修司郎 電力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部

品質保証部長 

電力品質保証部 

日高 QA ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

島田 典幸 架空線事業部主幹 架空線事業部技術部長  

米澤 宏一 架空線事業部技術部長 架空線事業部海外架空線

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 

 

長野 宏治 架空線事業部 

ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

電力技術開発部 

豊浦開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

深澤 隆 架空線事業部 

品質保証部長 

電力品質保証部 

豊浦 QA ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 

辻本 良介 P. T. SUMI INDO 

KABEL Tbk. 

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 

第二営業部長 

 

酒巻 利典 電線･ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部 

安全・環境管理部長 

 導電材料・機能製品事業本

部安全管理部長 

橋本 英幸 住友電工ｳｲﾝﾃｯｸ株式会社 

兼機器電線事業部 

技術部長 

住友電工運泰克(無錫) 

有限公司(総経理) 

 

大山  貴 住友電工運泰克(無錫) 

有限公司(総経理) 

住友電工ｳｲﾝﾃｯｸ株式会社  

佐伯 孝之 住友電工運泰克(無錫) 

有限公司 

住友電工ｳｲﾝﾃｯｸ株式会社 

兼機器電線事業部 

技術部長 

 

秋山 浩人 ﾌﾟﾘﾝﾄ回路事業部 

企画業務部長 

 住友電工ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰｷｯﾄ株式

会社 

上田 信吾 ﾌﾟﾘﾝﾄ回路事業部 

新規事業推進室長 

 住友電工ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰｷｯﾄ株式

会社 

南部 克己 SEI ELECTRONIC 

COMPONENTS(VIETN

AM), LTD.(社長) 

住友電工電子製品（深ｾﾝ）

有限公司 
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氏名 新職 旧職 継続職 

新居 健司 JUDD WIRE INC.   

兼 SUMITOMO 

ELECTRIC 

INTERCONNECT 

PRODUCTS,INC. 

移動体ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ営業部長  

中井 一良 中部営業統轄部 

第一営業部長 

中部営業統轄部 

第二営業部長 

 

田島 治哉 中部営業統轄部 

第二営業部長 

 中部営業統轄部 

第三営業部長 

井上 達也 住友電工ｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ株式

会社 

北海道住電ｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ株式

会社(社長) 

 

矢野 直義 北海道住電ｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ株

式会社(社長) 

住友電工ｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ株式会社  

田村  浩 SUMIDEN DEVICE 

INNOVATIONS 

VIETNAM CO.,LTD. 

(社長) 

住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 

 

和田  淳 住友電工ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

株式会社 

SUMIDEN DEVICE 

INNOVATIONS 

VIETNAM CO.,LTD. 

(社長) 

 

 

以 上 

 


