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日立国際電気は、2000 年（平成 12 年）10 月に、国際電気、日立電子、八木アンテナの 3 社の合併で誕生して以来、
映像・通信ソリューションと成膜プロセスソリューションの 2 つの事業分野で、優れた技術で新たな価値を創造し、
安全で豊かな社会基盤づくりに貢献してまいりました。

そして、2018 年（平成 30 年）6 月、成膜プロセスソリューション事業（半導体製造装置関連事業）を分割して、
映像・通信ソリューション事業中心の企業となり、新たなスタートを遂げました。 

現在、IoT やデジタル化への取組が進展しています。ここでは、現実のフィジカル空間のあらゆるモノを“つなぎ ”、
センシングにより見える化されたデータをサイバー空間にマッピングすることで、AI やビックデータ解析すること
が可能となります。これにより、これまで見えなかった価値を発掘し、これをフィジカル空間にフィードバックする
ことで、生産性向上等、新たな革新的な価値・サービスの創造が実現されます。

このような状況の中で、新生・日立国際電気は、無線通信技術、映像監視・ 
画像処理技術をコアとして、これまで長年にわたって培ってきた知見・経験、 
お客様やパートナー企業様との協業関係を最大限に活用し、お客様や社会の課題
やニーズにお応えするソリューションビジネスへのシフトを加速してまいります。
そして、Society 5.0 や超スマート社会の実現に向けて貢献してまいる所存です。 

今回、企業理念を「優れた技術・製品・ソリューションの開発を通じて、幸福
で安心・安全な社会の実現に貢献する」にあらためました。私たち、日立国際 
電気グループは、この企業理念を胸に、ものづくりを通じて、お客様やパートナー
企業様との信頼関係を高め、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

 今後とも、新生・日立国際電気に対し、ご期待ください。

1 2

優れた技術・製品・ソリューションの開発を通じて
幸福で安心・安全な社会の実現に貢献します。

代表取締役
社長執行役員

社会

for

社会の安心・安全・便利を
― 身近な暮らし、社会インフラを支えています。
日立国際電気グループは、映像と無線の技術、それらを融合したシステムの高度化により、
安心・安全や環境保全、地球温暖化対策などの社会的課題の解決に向けた “ ものづくり ” に取り組んでいます。
日立国際電気は、これからも、安全性や品質、環境に配慮した製品・サービスをお届けすることで社会に貢献し、
成長を続けていきます。



映像・通信
ソリューション

社会向け
ソリューション

公共向け
ソリューション

プライベートLTE
／ローカル5G

産業・流通向け
ソリューション

施設の安心・安全を
提供するとともに、
業務運営の効率化を提供

住民へ安心・安全な日々の
生活環境を提供し、有事の
際には迅速に情報を伝達、
防災・減災情報を周知

企業向け次世代通信による、
サスティナブルな
次世代社会インフラの実現

現場の見える化により、
利便性、安全性、
業務効率化を提供
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超スマート社会の実現に向けた IoT やデジタライゼーションの進展により、人々の暮らし、社会、そして、さまざまな 
業種において価値の変革が広がっています。当社が長年にわたり蓄積してきた映像・通信技術に情報技術を掛け合わ
せ、幅広い業種に向け、新たな価値を創出し未来を切り拓くソリューションを提供しています。
先進技術を活用したソリューションの提供により、安心・安全・便利な社会の実現と企業の価値向上、業務効率化に 
貢献していきます。

映像、通信、情報の融合で
社会イノベーションに貢献します。

わたしたちの声やデータを、より速く、よりリアルに伝える無線の技術や、不審な人物を追尾する監視カメラ、テレビ
局から家庭に高精細な映像を届けるシステムなど、日立国際電気の技術は世界の最先端にあります。
日立国際電気は、これまで育んできた技術やノウハウを進化させ、組み合わせ、新たな価値を創造します。たとえば、
地域社会の安心を守る消防や救急のためのシステムや、安全に交通や施設を利用するためのシステム、社会にいち早く
情報を伝達するためのシステムなど、社会から期待される技術が数多くあります。
日立国際電気グループは、次の時代への技術革新の羅針盤となるべく、新たな価値を社会に生み出していきます。

研究開発本部

社会とのつながり

当社のCSRに対する考え方、社会・環境への取り組みについての詳細は当社ホームページ「CSR情報」をご参照ください。

https://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr  または 日立国際電気 CSR情報

環境とのかかわり

次世代ブロードバンド無線や超低遅延、高圧縮などの映像伝送技術、
自動補正、自動追尾などの画像処理技術の開発に取り組んでいます。
日立国際電気の強みである無線と映像の技術の高度化、そしてこれら 
を組み合わせることによって、システム製品からソリューション 
ビジネスへの転換に取り組んでいます。

日立国際電気グループが生み出す製品とサービス
は、変化する社会に応えて発展してきました。
それを継続していくために、世界と地域の現状と
未来を見つめ、感性を磨き、深く考え、多くの人
とふれあい、ものづくりの将来について語り合う 
場を積極的に設けています。

日立国際電気では、環境への負荷軽減の目標を 
定め、廃棄物を減らし、エネルギー消費を抑え、 
化学物質の適正な管理に取り組んでいます。目標
達成に向け、素材の調達から製品の製造、お客様
が使用・廃棄するまでの各段階で種々の取り組み
を進め、その成果を定期的に公表しています。

日立国際電気は、すべての事業活動を通じて社会の信頼や期待に応えることが、ＣＳＲ（Corporate Social 
Responsibility; 企業の社会的責任）であると考えています。当社のあるべき姿をまとめたビジョンにより、優れ
た技術・製品・ソリューションを開発し、優れたチームワークで、豊かで持続可能な未来を切り拓き、社会が直面
する課題を解決すること、また、多様な人財を尊重し、活気あふれ、風通しのよい明るい企業風土を構築するととも
に、法と倫理を遵守し、社会から尊敬される清廉な企業をめざすことを表明しています。
そのために、公正で透明性の高い情報開示を行い、責任ある対応と積極的な対話によりすべてのステークホルダーと
の信頼関係を維持、発展させることに努めています。

開発部門から、次代の最先端を発信します。

研究開発

幸福で安心・安全な、持続可能な未来を切り拓きます。

CSRへの取り組み



監査室

経営管理本部
法務部
財務部
人事総務部

健康管理センタ

事業戦略本部
事業企画部
グローバル事業推進センタ

研究開発本部
次世代技術開発部
5G 技術開発部

営業本部
営業内部統制室
公共ソリューション営業部
鉄道ソリューション営業部
エンタープライズソリューション営業部
パートナーソリューション営業部

東日本支社
北海道支店

中日本支社
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中国支店
四国支店
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ソリューション統括本部
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ＡＰＰ開発センタ
基盤ソリューション本部
鉄道ソリューション本部

工事部
ＩＴプラットフォーム部

プロダクト本部
技術部
製品企画部
製品開発部

製品標準化プロジェクト
ファームウェア設計部
ハードウェア設計部
放送機器改革推進プロジェクト
生産設計部
調達部

品質保証本部
ソリューション品質保証部
プロダクト品質保証部

特機事業部
営業部
第一設計部
第二設計部
製造部
品質保証部
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会社紹介
■会社概要 （2022年3月31日現在）

■組織図 （2023年4月1日現在）

■沿革

■役員 （2023年4月1日現在）

取締役

監査役

執行役員 

社長執行役員 佐久間嘉一郎   

副社長執行役員 伊 藤  明 男   

常務執行役員 小 林  幹 夫 

常務執行役員 疋 田  邦 雄 

執行役員 市 川  昌 男  

執行役員 岩 崎  秀 彦  

執行役員 岡 部  浩 一

執行役員 小 野 寺  隆 

執行役員 木 下  佳 明 

執行役員 佐 々々 木  仁

執行役員 堂 坂  淳 也

執行役員 苗 村  幹 也 

代表取締役 佐久間嘉一郎

取締役 稲 垣  伸 一

取締役 馬 上  英 実

取締役 稲 田  和 広

取締役 海 野 　 忍

監査役 井 上  清 志

社名 株式会社日立国際電気

設立年月日 1949年11月17日

資本金 10億円

売上 54,791百万円 （個別）

従業員数 1,496名 （個別）

1949 年 11 月 17 日 国際電気（株）設立
2000 年 10 月  1 日 国際電気（株）、日立電子（株）、八木アンテナ（株）が合併し、（株）日立国際電気に商号変更
2018 年  6 月  1 日 成膜プロセスソリューション事業を分割。新生（株）日立国際電気スタート

取締役会

社長

グループネットワーク
日立国際電気

海外グループ会社

国内グループ会社

24 Hitachi Kokusai Electric America, Ltd.
104 Feeding Hills Road, Southwick, MA 01077, U.S.A.

Toll Free (1)833-227-1658 TEL.(1)669-207-5038  FAX.(1)413-998-1194

25 Hitachi Kokusai Electric Comark LLC
104 Feeding Hills Road, Southwick, MA 01077, U.S.A.

TEL.(1)413-998-1100  FAX.(1)413-998-1178

1 本社
〒105-8039 東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館6F
TEL.03-5510-5931（代表）  FAX.03-3502-2502
2 東京事業所

〒187-8511 東京都小平市御幸町32
TEL.042-322-3111（代表）  FAX.042-322-0313
3 東日本支社

〒980-6003 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 3F
TEL.022-723-1800（代表）　FAX.022-723-1811
4 中日本支社

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-20-27 御幸ビル10F
TEL.052-223-2770（代表）　FAX.052-223-2701
5 西日本支社

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBP ビル6F
TEL.06-6920-6320（代表）　FAX.06-6920-6326
6 北海道支店

〒060-0034 北海道札幌市中央区北四条東1-2-3 札幌フコク生命ビル9F
TEL.011-233-6111（代表）　FAX.011-222-0857
7 中国支店

〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル3F
TEL.082-262-5931　FAX.082-263-1790
8 四国支店

〒780-0053 高知県高知市駅前町5-5 大同生命高知ビル7F
TEL.088-861-5931　FAX.088-861-5941
9 九州支店

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル3F
TEL.092-412-8828（代表）　FAX.092-412-8838
10 青森営業所
〒030-0801 青森県青森市新町2-6-25 新町キューブ7F
TEL.017-735-1645　FAX.017-773-2963
11 秋田営業所
〒010-0976 秋田県秋田市八橋南2-10-16 秋田県 JA ビル6F
TEL.018-863-4180　FAX.018-865-3237
12 新潟営業所
〒943-0861 新潟県上越市大和5-24-1
TEL.025-523-7070　FAX.025-527-3091
13 北陸営業所
〒920-0024 石川県金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢ビル4F
TEL.076-265-7098　FAX.076-233-1918
14 茨城営業所
〒310-0805 茨城県水戸市中央1-2-15 水戸中央ビル
TEL.029-227-4568　FAX.029-227-6648
15 長野営業所
〒390-0815 長野県松本市深志1-2-11 昭和ビル10F
TEL.0263-33-7488　FAX.0263-32-2091
16 岐阜営業所
〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南1-5-1 第2松波ビル5F
TEL.058-268-3963　FAX.058-268-3964
17 北関東営業所
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16
シーノ大宮ノースウィング8F
TEL.048-645-2282　FAX.048-645-2283
18 神奈川営業所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング
TEL.045-651-5236　FAX.045-651-5237
19 静岡営業所
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59-7 ニッセイ静岡駅前ビル9F
TEL.054-251-2011　FAX.054-251-2829
20 愛媛営業所
〒790-0038 愛媛県松山市和泉北1-1-16 パピヨン M 1F
TEL.089-915-4067　FAX.089-993-8130
21 沖縄営業所
〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-1-14
TEL.050-3383-3377　FAX.098-862-7142

22 株式会社HYSエンジニアリングサービス
〒187-8512 東京都小平市御幸町32
TEL.042-320-5931( 代表）  FAX.042-320-5700
23 株式会社五洋電子
〒010-0201 秋田県潟上市天王字鶴沼台43-224
TEL.018-878-5281  FAX.018-878-5557

28 Hitachi Kokusai Electric Asia(Singapore)Pte. Ltd.
7 Tampines Grande, #02-02A Hitachi Square, Singapore, 528736

TEL.(65)6212-1945  FAX.(65) 6231-2429

 26 Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A
Avenida Frederico de Paula Cunha, 1001-Maristela 

Santa Rita do Sapucai-MG-Brasil-CEP:37540-000

TEL.(55)35-3473-3473  FAX.(55)35-3473-3474

 27 Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH
Siemensstr. 9, D-63263 Neu-Isenburg, Germany

TEL.(49)6102-8332-0  FAX.(49)6102-202616

NORTH AMERICA

ASIA

SOUTH AMERICA

EUROPE



〒105-8039  東京都港区西新橋 2-15-12（日立愛宕別館 6F）  TEL.03-5510-5931
https://www.hitachi-kokusai.co.jp/
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