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⽒ 名
主務
/兼

新 所 属 新 役 職
主務
/兼

旧 所 属 旧 役 職

坂⼊ 裕⼆ 主務 エネルギーシステム事業部 エネルギー産業営業室 室⻑ ̶  ̶  ̶
⾼原 克⼆ 主務 エネルギーシステム事業部 技術部 部⻑ 主務 エネルギーサブカンパニー メタルケーブル・機器

開発部
部⻑

⾼橋 利彰 主務 コーポレートガバナンス統括部⾨ コーポレートガ
バナンス推進室

室⻑ ̶  ̶  ̶

原 良⼀ 主務 コーポレート品質統括部⾨ 部⾨⻑ 主務 品質統括センター センター⻑
兼務 品質統括センター 品質保証部 部⻑

⿑藤 伸 主務 コーポレート品質統括部⾨ エネルギー情報通信品
質保証センター

センター⻑ 主務 光ケーブルシステム事業部 光デバイス製品部 部⻑

兼務 エネルギー・情報通信カンパニー 品質保証セン
ター

センター⻑

⼭中 正義 主務 経営企画室 室⻑ 主務 コーポレート企画室 副室⻑
⼭⽥ 由美 主務 研究開発企画センター センター⻑ 主務 アドバンスト・リサーチ・コア 所⻑

兼務 アドバンスト・リサーチ・コア 所⻑
⽊村 直樹 主務 研究開発企画センター 研究開発管理部 部⻑ ̶  ̶  ̶
⽥中 ⼤⼀郎 主務 基盤技術研究所 所⻑ 主務 光応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター センター⻑
愛川 和彦 主務 光応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター センター⻑ 主務 光応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター 副センター⻑

兼務 光応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター 光通信研究部 部⻑
市井 健太郎 主務 光応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター 光通信研究部 部⻑ ̶  ̶
⻄出 研⼆ 主務 電⼦応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター センター⻑ 主務 研究開発企画センター センター⻑

兼務 電⼦応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター センター⻑
⽊藤 浩之 主務 電⼦応⽤技術Ｒ＆Ｄセンター センサ・システム研

究部
部⻑ ̶  ̶  ̶

濵砂 徹 主務 グローバル営業統括部 部⻑ 主務 第⼀グローバル情報通信営業部 部⻑
兼務 光ケーブルシステム事業部 副事業部⻑ 兼務 光ケーブルシステム事業部 副事業部⻑

関屋 裕樹 主務 グローバル営業統括部 第⼀グローバル情報通信営
業部

部⻑ 主務 第⼆グローバル情報通信営業部 部⻑

⻄尾 永 主務 グローバル営業統括部 第⼆グローバル情報通信営
業部

部⻑ ̶  ̶  ̶

⾕川 庄⼆ 主務 光ケーブルシステム事業部 光デバイス製品部 部⻑ ̶  ̶  ̶
村上 伸夫 主務 光ファイバ事業部 副事業部⻑ 主務 光ファイバ事業部 事業企画室 室⻑

兼務 光ファイバ事業部 事業企画室 室⻑
松尾 昌⼀郎 主務 光ファイバ事業部 副事業部⻑ 主務 光ファイバ事業部 光ファイバ開発部 部⻑

兼務 光ファイバ事業部 光ファイバ開発部 部⻑
⽯橋 尚雄 主務 ＰＣ事業部⾨ 企画部 部⻑ 主務 電⼦電装・コネクタカンパニー 企画部 部⻑

兼務 電⼦部品事業部⾨ 企画部 部⻑
平⽥ 勝紀 主務 ＰＣ事業部⾨ プリント回路事業部 事業部⻑ 主務 プリント回路事業部 副事業部⻑
荻野 政憲 主務 コネクタ事業部⾨ 営業部 部⻑ ̶  ̶  ̶
中出 昭夫 主務 ⾃動⾞事業部⾨ ⾃動⾞事業部 事業部⻑ ̶  ̶  ̶

兼務 ⾃動⾞事業部 東⽇本事業センター センター⻑
兼務 ⾃動⾞事業部 ⻄⽇本事業センター センター⻑
兼務 ⾃動⾞事業部 ⾃動⾞営業部 部⻑

⻑尾 太郎 主務 電⼦部品事業部⾨ 電⼦部品営業部 部⻑ ̶  ̶  ̶
佐藤 公俊 主務 電⼦部品事業部⾨ 電⼦部品事業部 事業部⻑ 主務 ⾃動⾞電装サブカンパニー 副サブカンパニー⻑
細⾕ 浩治 主務 ⽣産技術部⾨ ものづくり推進センター センター⻑ 主務 コーポレート⽣産企画室 室⻑
市原 浩之 主務 ⽣産技術部⾨ ＥＨＳ統括センター センター⻑ 主務 ものづくり推進センター センター⻑

兼務 ⽣産技術部⾨ ⽣産技術企画室 室⻑
三好 俊貴 主務 営業・業務部⾨ 関⻄⽀店 ⽀店⻑ ̶  ̶  ̶
原⽥ 賢治 主務 関⻄⽀店 エレクトロニクス・コネクタ営業部 部⻑ 主務 エレクトロニクス営業第三部 部⻑
新間 俊夫 主務 ⻄⽇本電線（株） 主務 エネルギー産業営業部 部⻑

兼務 エネルギーシステム事業部 副事業部⻑
兼務 エネルギーサブカンパニー 副サブカンパニー⻑

瀧村 欣也 主務 藤倉商事（株） ※6⽉開催予定の
株主総会で社⻑就
任予定

主務 関⻄⽀店 ⽀店⻑

※役職［ ］付きは関係会社における役職

<お問い合わせ先>
 株式会社フジクラ 
 コーポレートコミュニケーション部 地引
 電話 03(5606)1114

2021年4⽉1⽇付主要⼈事異動

※6⽉開催予定の
株主総会で社⻑就
任予定


