
 

執行役員人事のお知らせ 

                                   平成 18 年 10 月 2 日 

富士フイルムホールディングス株式会社 

 

平成 18 年 10 月 1 日付で富士写真フイルム株式会社より商号変更を行いました「富士フイルムホールデ

ィングス株式会社」の執行役員人事について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

氏名 職位および業務管掌 

古森   重隆 

※ 

社長 

グループ最高経営責任者（CEO） 

執行全般 管掌 

髙橋 俊雄 

※ 
専務執行役員 

グループ最高財務責任者（CFO） 

社長補佐 兼 経営企画部長 

池上  眞平 

※ 

常務執行役員 

 技術経営部長 

 研究開発戦略・技術戦略・知財戦略・技術情報 管掌 

岡村 信興 執行役員 

 人事部長  

兼 富士ゼロックス株式会社 専務執行役員 

髙木 信成 

※ 

執行役員 

経営企画部 副部長 

連結経営管理・経理財務・IR 管掌 

佐々木 登 

※ 

執行役員 

 経営企画部 副部長 

前田 保知 

※ 

執行役員  

総務部長 

内山 敬幸 

※ 

執行役員  

コーポレートサポート部長 

玉井 光一 

※ 

執行役員 

 経営企画部 副部長 

 原料資材調達・物流効率・富士フイルムウエイ推進 管掌 

(注 1) ※印の 8 名は、同日付で富士写真フイルム株式会社の事業を継承する形で発足した「富士フイ 

ルム株式会社」の執行役員を兼務いたします。詳細は、同時にお送りしております富士フイルム 

株式会社の「執行役員人事のお知らせ」をご参照ください。 

(注 2) 岡村信興は、事業会社の「富士ゼロックス株式会社」の専務執行役員を兼務いたします。 

 

本件に関するお問い合わせは、コーポレートサポート部 広報グループ（電話 03-3406-2490） 

へお願いします。 



執行役員人事のお知らせ 

 

                                   平成 18 年 10 月 2 日 

富士フイルム株式会社 

 

平成 18年 10月 1日付で、富士写真フイルム株式会社の事業を継承する形で新たに発足いたしました「富 

士フイルム株式会社」の執行役員人事について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

    氏名 職位および業務管掌 

古森   重隆 社長   

最高経営責任者 (CEO) 

執行全般 管掌 

髙橋 俊雄 専務執行役員    

社長補佐 兼 経営企画本部長 

経営予算・経理財務・IT システム・中国事業戦略・連結経営管理・富士フイルム

ウエイ推進･人事･労政･教育 管掌  

加藤  久豊   常務執行役員 

メディカルシステム事業部長 

兼 富士フイルムメディカル(株)社長 

R&D 統括本部 メディカルシステム開発センター 管掌 

佐々木 格 常務執行役員  

記録メディア事業部長 

兼 R&D 統括本部 副本部長 

産業機材部・R&D 統括本部 記録メディア研究所・同本部 生産技術センター 管掌

池上  眞平 常務執行役員 

 R&D 統括本部長 

R&D 統括本部 技術戦略部・同本部知的情報統合部・同本部 解析技術センター・

同本部 知的財産本部 管掌 

中村 孝太郎 常務執行役員  

材料生産グローバル 管掌 

兼 神奈川工場長 

髙木 信成 執行役員 

経営企画本部 副本部長 

兼 同本部 第三部長 

経営企画本部 経理部 管掌     

神山 宏二 執行役員  

R&D 統括本部 先端コア技術研究所長  

杉崎 力 執行役員 

 電子映像事業部長 

兼 富士フイルムフォトニックス(株) 社長 

R&D 統括本部 電子映像商品開発センター・同本部 電子デバイス研究所 管掌 

 



佐々木 登 執行役員 

新規事業開発本部長 

兼 経営企画本部 副本部長 

フラットパネルディスプレイ材料事業部・R&D 統括本部 フラットパネルディスプ

レイ材料研究所 管掌 

阿部 久正 執行役員 

 富士宮工場長 兼 吉田南工場長 

三井 皎生 執行役員 

 アドバンスト マーキング事業部長 

 兼 化成品事業部長 

 化学薬品グローバル生産・R&D 統括本部 アドバンスト マーキング研究所 管掌

戸田 雄三 執行役員 

 ライフサイエンス事業部長 

 兼 R&D 統括本部 ライフサイエンス研究所長  

兼 富士フイルム・シミック ヘルスケア(株) 社長 

兼 (株)富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー 社長 

前田 保知 執行役員  

新本社移転準備室長 

総務部 管掌 

清水 茂久 執行役員  

R&D 統括本部 生産技術センター長 

佐藤 幸蔵 執行役員  

R&D 統括本部 有機合成化学研究所長 

宮岡 靖 執行役員  

R&D統括本部 ソフトウエア開発センター長 兼 富士フイルムソフトウエア(株)

社長 

小坂 昌弘 執行役員 

 欧州本社機能統括 

FUJIFILM Europe GmbH 社長 （ドイツ駐在） 

小川 正 執行役員  

エレクトロニクス マテリアルズ事業部長 兼 R&D統括本部 エレクトロニクス

マテリアルズ研究所長 

森 泰造 執行役員          

FUJIFILM Holdings America Corporation 社長  

兼 FUJIFILM U.S.A., Inc. 社長  

兼 FUJIFILM Recording Media Manufacturing U.S.A.,Inc. 社長 (米国駐在) 

内山 敬幸 執行役員  

広報部・宣伝部・インターネット室・法務部・CSR 推進部・デザインセンター 

管掌 

中嶋 成博 執行役員         

FUJIFILM Europe B.V. 社長  

兼 FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 社長 （オランダ駐在） 



樋口 武 執行役員 

 光学デバイス事業部長 兼 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長

兼 フジノン(株)社長 

R&D 統括本部 光学デバイス研究所 管掌 

関口 伸永 執行役員                  

 FUJIFILM Manufacturing U.S.A.,Inc. 社長 (米国駐在) 

青木 良和 執行役員  

 イメージング事業部長  

 海外業務部・海外事務所・お客様コミュニケーションセンター・R&D 統括本部 イ

メージング材料研究所 管掌 

井上 伸昭 執行役員 

 グラフィックシステム事業部長 

 R&D 統括本部 グラフィック材料研究所 管掌 

鈴木 俊昭 執行役員 

R&D 統括本部 メディカルシステム開発センター長  

R&D 統括本部 産業機器システム開発センター 管掌  

玉井 光一 執行役員 

 経営企画本部 副本部長 

兼 同本部 富士フイルムウエイ推進室長 兼 R&D 統括本部 生産技術センタ 

ー次長 

原料資材調達 管掌 

 

尚、同日(10/1)付で実施いたしました人事異動についても、併せてお知らせいたします。 

氏名 新職務 

(富士フイルム株式会社) 

旧職務 

(富士写真フイルム株式会社) 

戸谷 市三 

 

R&D 統括本部 イメージング材料研究

所長 

R&D 統括本部 知的財産本部長 

浅見 正弘 

 

R&D 統括本部 知的財産本部長 

兼 同本部 知財法務部長 

R&D統括本部 知的財産本部 知財法務部長

井上 章 R&D 統括本部 事務部長 R&D 統括本部 技術戦略部 担当部長 

兼 同本部 フラットパネルディスプレイ

材料研究所 事務部長 

黒瀬 隆明 イメージング事業部 営業部長 イメージング事業部 営業部 担当部長 

髙橋 淳 経営企画本部 内部統制システムプロ

ジェクト室長 兼 同本部 経理部

担当部長 

経営企画本部 経理部 担当部長 

子会社（平成 18 年 10 月 2 日付） 

       氏名 新職務 旧職務 

津田 三佐雄 株式会社第一ラジオアイソトープ研究

所 代表取締役社長・執行役員 

富士フイルム（中国）投資有限公司 副総経

理 

 

本件に関するお問い合わせは、広報部（電話 03-3406-2490）へお願いします。 


