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2012年7月9日 

２０１２年７月１６日付 組織改正・人事異動について 
【組織改正】 

≪コーポレートスタッフ部門≫ 
１．人事総務部に「総務部」、「人事部」を新設する。 

 
【アドバンストマテリアル事業本部】 

１．中部支社の焼結部品営業部を、焼結製品事業部の東京営業部に統合し、「営業部」に改称する。 
２．焼結製品事業部に「海外部」を新設する。 
３．焼結製品事業部の大阪営業部を「西部営業部」に改称する。 

 
【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

川井 文義   超電導製品開発部長 常務執行役員、 

電線・機材・エネルギー事業本

部長 

小椋  悟  法務部長 執行役員、 

競争法コンプライアンス室長 

賀須井 良有   人事総務部リスク管理室長 執行役員、 

生産技術本部副本部長、 

人事総務部長 

≪コーポレートスタッフ部門≫ 

山本 崇晶 法務部長 法務部次長  

若松  浩 法務部次長 法務部主幹  

曽谷  崇 国際法務部次長 国際法務部長補佐  

野田 太郎 広報部長 人材開発部長  

西園 久知  人事総務部総務部長 人事総務部総務グループ長  

中田 将稔 人事総務部人事部長 

兼人事総務部リスク管理室長 

広報部長  

春日 昌仁 人事総務部ＣＳＲ推進室長 広報部東京広報グループ長  

中畑 雅嗣 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 

 

島田 哲成 人材開発部長 伊丹製作所長  

山口 泰広 貿易管理室長  監査部長補佐 

近藤 和之 伊丹製作所長 伊丹製作所人事総務グループ

主幹 

 

関  陽一 横浜製作所長 住友電装株式会社  

大岡 伸哉 安全環境部長 安全環境部技師長  

小村 寿郎 品質管理部長 品質管理部主幹  

山田 浩一  生産技術部テクニカルトレー

ニングセンター長 

生産技術部テクニカルトレー

ニングセンター主幹 

 

立田  浩  生産技術部テクニカルトレー

ニングセンター長 

生産技術部生産システム技術

部長 



2/3 

氏名 新職 旧職 継続職 

≪営業部門≫ 

森本 達哉 営業企画部海外業務部長  営業企画部長 

兼営業コンプライアンス室長 

【エレクトロニクス営業本部】 

小川 和人 電子ワイヤー営業部長 大阪エレクトロニクス営業部

電子回路ｸグループ長 

 

梅本 明利 SUMITOMO ELECTRIC 

INTERCONNECT PRODUCTS 

(SINGAPORE) PTE.LTD.（社長）

電子ワイヤー営業部長  

原  正範 韓国住友電工エレクトロニク

ス株式会社（社長） 

営業企画部海外業務部長  

≪地区営業部門≫ 

相田  勝 大阪エレクトロニクス営業 

部長 

SUMITOMO ELECTRIC 

INTERCONNECT PRODUCTS 

(SINGAPORE) PTE.LTD.（社長）

 

【情報通信研究開発本部】 

重松 昌行 情報通信研究所開発本部 

技師長 

光通信研究所長  

岡本 和弘 光通信研究所長 光機器事業部新規事業開発 

部長 

 

荻田 省一 伝送デバイス研究所回路技術

研究部長 

住友電工デバイス・イノベー 

ション株式会社 

 

≪環境エネルギー部門≫ 

【電線・機材・エネルギー事業本部】 

西出  裕 導電製品事業部長 品質管理部長  

松下 芳弘 住友電工ウインテック株式 

会社（取締役） 

導電製品事業部長  

≪環境エネルギー部門≫ 

林  和彦 超電導製品開発部長 材料技術研究開発本部技師長 超電導製品開発部応用開発 

部長 

【情報通信事業本部】 

久保 祐二 光機器事業部新規事業開発 

部長 

 SEIオプティフロンティア 

株式会社 

猪石 家正 ＳＥＩオプティフロンティア

株式会社 

横浜製作所長  

新田 和久 伝送デバイス事業部企画部長 伝送デバイス事業部企画部 

主幹 

 

得田 和徳 住友電工デバイス・イノベー

ション株式会社 

貿易管理室長 

兼人事総務部ＣＳＲ推進室長 

 

徳平  理 住友電工デバイス・イノベーシ

ョン株式会社 

大阪エレクトロニクス営業 

部長 
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澤田 宗作 住友電工デバイス・イノベー

ション株式会社 

伝送デバイス研究所回路技術

研究部長 

 

久須美大乗  伝送デバイス事業部企画部長 住友電工デバイス・イノベーシ

ョン株式会社 

唐内 一郎 住友電工デバイス・イノベー

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） 

 

高橋 久人 住友電工（蘇州）光電子器件 

有限公司（総経理） 

住友電工（蘇州）光電子器件 

有限公司 

 

【エレクトロニクス事業本部】 

古川 文展 SEI INTERCONNECT PRODUCTS 

(THAILAND) LTD．(社長) 

エレクトロニクス事業本部 

業務部（主席） 

 

三宅 久裕  SEI INTERCONNECT PRODUCTS 

(THAILAND) LTD．(社長) 

FIRST SUMIDEN CIRCUITS,INC.

（社長） 

西  徹也 住電国際電子材料股份有限 

公司（総経理） 

 華友材料科技股份有限公司 

（董事長） 

岡本 啓一 住電半導体材料株式会社 住電国際電子材料股份有限 

公司（総経理） 

 

【アドバンストマテリアル事業本部】 

上村 晋二 ハードメタル事業部ロジス 

ティクス管理部長 

情報システム部システム企画 

部長 

 

高田屋孝洋  ハードメタル事業部ロジス 

ティクス管理部長 

ハードメタル事業部グロー 

バルマーケティング部長 

柚木 徳道 焼結製品事業部海外部長 焼結製品事業部業務部主幹  

橋本 伸宏 焼結製品事業部営業部長 焼結製品事業部東京営業部長 

兼焼結製品事業部大阪営業 

部長 

 

植月  義夫 焼結製品事業部西部営業部長  住友電工焼結合金株式会社 

金井 謙治 焼結製品事業部業務部主幹 SUMITOMO ELECTRIC SINTERED 

COMPONENTS (M) SDN.BHD. 

（社長） 

PT. SUMIDEN POWDER METAL 

INDONESIA（社長） 

川合  洋 PT.SUMIDEN SINTERED 

COMPONENTS, INDONESIA（社長）

中部支社焼結部品営業部長 

 

 

 

 

以 上 

 

 


