事業本部・関係会社
紹介資料

Smart Appliances & Solutions 事業本部

大阪府八尾市 他

事業紹介
Smart Appliances & Solutions 事業本部では、白物家電を中心に、独自の空気浄化技術「プラズマクラスター」や、水で焼く健康調理を実現した「過熱水蒸
気技術」、自然をお手本にした「ネイチャーテクノロジー」など、様々な独自技術で既存の商品カテゴリーの枠を超えた革新的な商品をグローバルに展開して
います。国や地域毎に異なる環境・生活習慣に合わせて、例えば、米国ではキッチン事情に適したドロワーレンジ(ビルトイン引き出し型レンジ)、インドネシ
アでは繊細な民族衣装を傷めることなく洗えるモードを搭載した洗濯機など、ローカルフィット商品の創出に取り組んでいます。
また、近年、家電の IoT (Internet of Things：モノのインターネット) 対応が急速に進んでいますが、シャープは単にインターネットに繋がるだけではなく、
それらをクラウドにつなぎ人工知能化した「AIoT*家電」の開発にいち早く取り組み、家電がお客様の生活スタイルや好みに合わせて進化していくことで、人
に寄り添う世界を目指しています。既に、エアコン、空気清浄機、冷蔵庫、洗濯機、ウォーターオーブン ヘルシオなど、幅広い商品で AIoT 家電のラインナッ
プを取り揃えていますが、その企画・開発を担っているのも Smart Appliances & Solutions 事業本部です。今後は、AIoT 家電・サービスのグローバル展開に
も積極的に取り組んでいきます。
* 「AIoT」は、AI (人工知能) と IoT (モノのインターネット) を組み合わせ、あらゆるものをクラウドの人工知能とつなぎ、人に寄り添う存在に変えていくビ
ジョンです。「AIoT」はシャープ株式会社の登録商標です。
さらに、事業領域の拡大を目的に BtoB 事業の構成比を引き上げていくという会社方針に合わせ、Smart Appliances & Solutions 事業本部もこれまで主体だっ
た BtoC 事業に加えて、今後大きなビジネスチャンスが期待できる BtoB 事業の取り組みを国内外で強化していきます。

特長的な技術 / 事業本部の魅力
プラズマクラスター技術
自然界に存在するのと同じ＋と－のイオンをプラズマ放電により作り出し放出することで、「除菌・消臭」「静電
気抑制」「フェイスケア」など様々な効果を実現するシャープ独自の空気浄化技術です。2000 年の空気清浄機への
搭載を皮切りに、冷蔵庫や洗濯機、エアコン、ドライヤーなどにも展開してきました。自社製品だけでなく、自動
車や新幹線などの異業種にもデバイスを供給し、搭載機種を拡大しています。
イオン濃度を 50,000 個/cm3 に高めた「プラズマクラスターNEXT」では、空気浄化力の向上に加え、新しい価値
を提供していきます。
過熱水蒸気調理技術
水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした無色透明の気体が「過熱水蒸気」です。過熱水蒸気は、オーブ
ン加熱の約 8 倍もの大量の熱 (潜熱) を食品に伝えます。ウォーターオーブン ヘルシオは、気密性の高い庫内で過
熱水蒸気を充満することで酸素濃度を抑え、食品の酸化を抑制しつつ、最初から最後まで過熱水蒸気のみで調理す
ることにより、脱油/減塩/栄養素保持などの高い健康効果を実現しました。
ネイチャーテクノロジー (生態模倣技術)
自然界に生息する生き物の優れた機能や仕組みを模倣し、技術開発やモノづくりに活かした独自技術で、暮らしに
も環境にもやさしく快適なモノづくりを目指しています。例えば、ネコの舌を応用したゴミ圧縮ブレードを搭載し
た掃除機、蝶の羽根の形状を応用しなめらかな風を実現した扇風機など、これまでに多くの商品を開発していま
す。

PR ポイント
スモールアプライアンス事業
「ウォーターオーブン ヘルシオ」をはじめ、素材本来のおいしさも栄養もまるごと調理する水なし自動調理鍋「ヘルシオ ホットクック」、超軽量ボディと高
い吸塵性能を両立したコードレス掃除機「RACTIVE Air」シリーズや、プラズマクラスターの美髪効果を応用したドライヤーなどの開発を行っています。
また、最大 5,000 ページを紙のムダを気にせず書くことができ、プライベートでもビジネスでも活用できる電子ノートや、趣味や学びなど様々なコンテンツを
備えた電子辞書、ナゾルだけでコトバの意味も発音も分かるペン型スキャナー辞書ナゾルなどの情報機器の開発も行っています。
メジャーアプライアンス事業
プラズマクラスター搭載で食材を清潔保存でき、まとめ買いに便利な大容量冷凍室を備えた冷蔵庫、クラウドサービス「COCORO WASH」によって天気情報
に応じた洗濯アドバイスや運転状況確認ができるドラム式/タテ型洗濯乾燥機、穴なし槽構造により高い節水性と清潔性を両立したタテ型洗濯乾燥機や、毎秒約
38,000 回の超音波振動で汚れを弾き飛ばす「超音波ウォッシャー」などの商品開発を行っています。また、冷蔵庫のハラル認証取得や電力供給が不安定で、
停電が発生しやすい地域向けに低電圧で稼働する冷蔵庫の設計・開発など、世界各地域の文化やニーズなどに最適な商品をグローバルに展開しています。
空調・PCI 事業
気象予報を活用したクラウド AI による運転制御で日中から睡眠時まで快適さと省エネを実現したエアコン、プラズマクラスター搭載で高い空気浄化性能を誇
る空気清浄機や、脱臭機能に特化した除菌脱臭機、消臭やダニ対策もできるふとん乾燥機、蚊取空清や天井空清のような新しい提案ができる商品の開発も行っ
ています。

皆さんへのメッセージ
Smart Appliances & Solutions 事業本部の事業ビジョンは、独自技術と発想力でこれまでにない全く新しい価値を提供し、世界中のお客様一人ひとりの健康
で快適なより良い暮らしを実現することです。普遍的で万国共通のテーマである水、空気、食、清潔、美にフォーカスしたモノづくりと AIoT 家電・
COCORO+ サービスの拡充/進化を積極的に推進し、「健康・環境」を Core Value としたスマートホームの実現を目指します。
皆さんの高度な専門知識と柔軟な発想力を活かし、人に寄り添い、楽しさや驚きを提供する商品を開発する Smart Appliances & Solutions 事業本部で、夢の
ある仕事を一緒にしていきましょう。

シャープエネルギーソリューション株式会社 (SESJ)

大阪府八尾市、奈良県葛城市 他

事業紹介
シャープエネルギーソリューション株式会社は、2018 年 4 月のシャープ株式会社のエネルギーソリューション事業の統合に伴い、太陽光発電を核として、国
内・海外におけるエネルギーソリューション機器/システムの設計・開発から販売・施工、アフターサービスを一貫して手掛け、創エネ・蓄エネ・省エネのトー
タルソリューションを提供する企業となりました。
住宅分野では、太陽光発電システムや蓄電池などの関連機器の設置に加え、HEMS (ホームエネルギーマネジメントシステム) の導入による使用電力の見える化
や家電製品のコントロールなど、「人に寄り添う IoT」家電とエネルギーソリューションの融合によるスマートホームの実現に向けたソリューション事業への
発展を進めています。
一方、産業分野では、メガソーラー発電所の建設やルーフトップ (建築物の屋根上) への大規模な太陽光発電システムの設置事業を始め、企業の環境意識の高
まりを背景に、環境価値の提供と電力コストの削減を共に実現する「自家消費型太陽光発電システム」「PPA (パワーパーチェスアグリーメント：電力購入契
約)」などの新規事業にも着手しており、より専門性の高いプロフェッショナルな事業体を目指しています。
海外事業においては、メガソーラー発電所の建設で、既に展開済であるベトナム、モンゴル、フィリピン、タイ、中国から、新たな需要地域への拡大を図る準
備も行っており、再生可能エネルギーの普及による世界規模での環境貢献を果たして参ります。

特長的な技術 / 会社の魅力
「無限にある太陽光で電気を起こすことを考えれば、人類にどれだけ寄与するか計り知れない」創業者

早川徳次

この言葉をきっかけに、1959 年に太陽光の開発・研究を開始して以来 60 年以上の実績を積み重ね、培われた技術と確かな品質は、日本中、世界中で認められ
ています。

 太陽電池モジュールで世界最高変換効率を達成した化合物太陽電池
 AI を活用したエネルギーマネージメントシステム「COCORO ENERGY」が令和 2 年度 新エネ大賞の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞
 メガソーラー発電所の開発、設計、施工から保守メンテナンス、売電事業まで、全てを世界で手掛けるソリューション集団

当社製化合物太陽電池を搭載した

AI 搭載 COCORO ENERGY

ベトナムに建設したメガソーラー発電所

公道走行用実証車「プリウス PHV」

PR ポイント

 IEEE マイルストーンに認定 (2010 年)
電気・電子・情報分野における世界最大の学会 IEEE より、当社の 1959 年から 1983 年にかけての灯台用・
宇宙用から住宅用に至る、太陽電池の商業化と産業化への取り組みが評価され、「IEEE マイルストーン」に認
定されました。

 国内住宅用太陽光発電システム累計設置件数 No. 1、約 84 万軒※1 の実績。国内住宅用蓄電池の販売でシェア
No. 1※2。 ※1 2020 年 3 月末現在 ※2 月刊スマートハウスより

 タイ、ベトナム、モンゴルなどアジア各国で 48 か所/約 442MW※、国内 422 か所/約 952MW※の太陽光発電所を建設。 ※2020 年 12 月末現在

皆さんへのメッセージ
「RE100」「SDGs」「ESG 投資」など、いまや世界各国に共通する最も重要な課題として地球環境保全の取り組みが急速な拡がりを見せる中、日本国内にお
いても政府による「2050 年 カーボンニュートラル宣言」により、今後の再生可能エネルギーの活用拡大への期待感がこの上なく高まっています。これまで半
世紀を超える長きに亘り、太陽光発電による再生可能エネルギーを世に送り出し続けてきた当社は、これからも変わりなく「環境に優しい企業」であることを
経営の基本とし、未来に向けて国内・海外を問わず太陽光発電を核とするエネルギーソリューション事業を展開して参ります。
「太陽は地球を救う」――この言葉が示すように、太陽の光が地球に創り出すエネルギーは果てしなく、エネルギーは世界の人々の夢と幸せの源となり、社会
の発展に寄与します。当社には、エネルギーを最大限に活用するために、皆さんが備え持つ真摯な「熱意」とチャレンジングな「行動力」、柔軟な「発想力」
を発揮するチャンスが限りなく広がっています。共に地球の未来を担い、世界の発展に貢献できる仕事に一緒に取り組んでいきましょう。
担当していただく役割
国内・海外において、太陽光発電システムほかエネルギーソリューション機器・システムの販売活動 ならびに 太陽光発電所の設計・施工管理などエネルギー
ソリューションを普及させる事業全般に携わっていただけます。
なお、当社の技術系職種はシャープ(株)採用の在籍出向、ビジネス系職種はシャープエネルギーソリューション株式会社での直接採用となります。

株式会社 SHARP COCORO LIFE

大阪府八尾市、千葉県千葉市 他

事業紹介
株式会社 SHARP COCORO LIFE は、2019 年 10 月 1 日にシャープ(株)の 100%子会社として誕生した新しい会社です。
当社は、従来の家電メーカー型事業ではなく、商品をご購入いただいてからの毎日の生活に寄り添い、様々なサービスを提供することによって生活者の課題解
決をしていく事業展開に取り組んでいます。EC サイト「COCORO STORE」での商品の販売、IoT 機器とつながる各種サービスの提供、カスタマーサービスと
連動した顧客満足の向上等により、スマートライフを実現する新たなサービスの創出を目指しています。

特長的な技術 / 会社の魅力
スマートホーム統合 UI「COCORO HOME」
様々な AIoT 家電とクラウドサービスとそれを使う人とをつなぐユーザーインターフェイスです。機器
を使用した際に取得するデータを通じてそこに住む人々の生活を理解し、毎日の暮らしに役立つ様々な
サービスと連携します。家庭内にある複数の AIoT 家電を統合操作/一括操作したり、スマートフォン
の画面上にタイムリーに最適なサービスを表示してお勧めしたり、スマートホームの快適性を最大限に
活かします。

PR ポイント
EC サイト運営事業
EC サービスを展開する「COCORO STORE」では、家電製品やその付属品・消耗品等の販
売だけでなく、新規商材のマスク等の生活・衛生製品等、暮らしに役立つ商品領域の拡大に
取り組んでいます。
ソリューション企画事業
製品をご購入いただき会員になっていただいたお客様向けに、AI や IoT 技術を生かし、モ
ノとヒトとサービスがつながり生活課題を解決するスマートライフ実現に向けたビジネスを
展開しています。
ペットケアモニターを使って愛猫の健康状態をチェックする「COCORO PET」、キッチン
家電向けの「COCORO KITCHEN」、「ヘルシオデリ」等多彩なサービスを展開していま
す。
会員マーケティング/カスタマーサービス事業
大量生産・大量販売の時代から、個々のユーザーと結びつく時代に変わりサブスクリプショ
ン (定額制) ビジネスなどの、顧客との直接的な連携がますます重要となっています。その
なかで、当社は､「会員ビジネス」の拡大に取組み、COCORO MEMBERS 会員向けに、更
なる付加価値の向上を図ると同時に、新たなサービスの確立に取り組んでいます。

皆さんへのメッセージ
株式会社 SHARP COCORO LIFE は、真のスマートライフを実現するために、暮らしに役立つ商品の提供、IoT 家電経由でのお客様に寄り添うサービスの提
供、カスタマーサービスと連動した顧客満足の向上等、これからも新たなサービスの創出に取り組んでいきます。
みなさんの高度な専門知識と柔軟な発想力を活かし、お客様に楽しさや驚きのサービスと製品を提供する「SHARP COCORO LIFE」で、夢のある仕事を一緒に
していきましょう。

シャープディスプレイテクノロジー株式会社 (SDTC)

三重県亀山市、三重県多気町、奈良県天理市、大阪府堺市 他

事業紹介
シャープディスプレイテクノロジー株式会社 (SDTC) は、2020 年 10 月 1 日にシャープ(株)のディスプレイデバイ
ス事業を分社化した新しい会社です。
SDTC では、スマートフォン、タブレット、パソコン、車載機器、更には大型テレビ等に使われている、小型から大
型まで様々な用途の最先端ディスプレイを開発・生産・販売しています。三重県亀山市と多気町の壮大な工場で液晶
ディスプレイを生産し、グローバルユーザーの様々な需要にお応えしています。
シャープの液晶ディスプレイの歴史は 1973 年に初めて液晶ディスプレイを搭載した電卓に始まり、1988 年にはテ
レビ用 14 型液晶ディスプレイの開発にも成功するなど、人々の暮らしを豊かにする新しい商品の創出に貢献してき
ました。また、2004 年には当時世界最大となる 1,500×1,800 ミリの大型マザーガラスを採用した亀山工場を稼
働、2012 年には省エネ・高画質の IGZO 液晶ディスプレイを世界で初めて量産開始するなど、液晶のリーディング
カンパニーとして新たな時代を切り拓いてきました。
SDTC の事業規模はシャープグループ最大でシャープの柱となる重要な事業です。
今後も新しい分野に挑戦し続け、更なる事業拡大を図っていきます。

特長的な技術 / 会社の魅力
IGZO 液晶ディスプレイ技術を応用し、次世代のテレビ用 超高精細「8K」液晶ディスプレイをはじめ、ディスプレ
イのほぼ全面を表示領域とすると共に自由な形状や曲面にも設計することを可能にした「フリーフォームディスプレ
イ」や透明なガラスの上にカラー動画を表示できる「シースルーディスプレイ」など、見る人に感動を与える特徴的
なディスプレイを創出し、商品カテゴリーに応じた、新たなディスプレイを開発しています。
また、液晶ディスプレイと並行して新規ディスプレイの開発にも取り組んでおり、2018 年からは、堺事業所におい
て最先端の有機 EL ディスプレイの生産を開始するなど、将来を見据えた事業展開を進めています。
さらに、これまで培ってきた様々な液晶技術を礎にディスプレイ以外の分野の開発も進めており、今後大きな柱に育つ可能性を秘
めています。これからも新しい価値の創出に向け飽くなき挑戦を続け、更なる飛躍を目指します。

皆さんへのメッセージ
ディスプレイは今後益々表示装置としての重要性が増してきます。また、新発想のディスプレイ開発により、新たな需要を生み出
し更なる事業拡大が期待できます。このような状況下において、若い皆さん方のバイタリティと創造力で新たなディスプレイを開
発・生産・販売し、世界に感動を与える夢のある仕事を我々といっしょにしませんか。そしてシャープの液晶事業の将来を皆さん
と一緒に築いていきましょう。

シャープセンシングテクノロジー株式会社 (SSTC)

奈良県天理市、広島県福山市 他

事業紹介
シャープセンシングテクノロジー株式会社 (SSTC) は、2021 年 4 月 1 日にシャープ(株)のカメラモジュール事業を分社化し
た新しい会社です。
SSTC はスマートフォン、タブレット、その他 IT 機器に搭載されるカメラモジュールの開発・生産・販売をおこなっており、
天理市 (奈良) を本拠地として、福山市 (広島)、ベトナムに拠点があります。
今後、益々成長が期待される IoT 産業は、センサー、ネットワーク、AI などの解析エンジンの 3 大要素を組み合わせたサー
ビス事業で、カメラモジュールは撮像センサーとして重要な位置づけにあります。
スマートフォン向け位置情報ゲームアプリで一世を風靡した AR (拡張現実)、VR (仮想現実) のビジネスにおいても、カメラ
モジュールは欠かすことのできない基幹部品であり、カメラ無しには成り立ちません。更にシャープの主力事業である液晶パ
ネルやネットワーク製品とのコラボレーションにより、高精細、高性能な新しい商品、サービスを創出できる可能性も秘めています。

特長的な技術 / 事業本部の魅力
2000 年にカメラ付き携帯電話を発売し、「写メール」の文化を産み出したのはシャープであることをご存知の方は多いと思
います。SSTC はその時代からカメラモジュールのトップグループを走り続け、高画素化、薄型化、オートフォーカス、手ぶ
れ補正などの進化をとげてきており、サイズ制約の大きいモバイルカメラにおいて小型・高機能化で業界をリードしてきまし
た。世界シェアも高く、その技術と高信頼性は欧米、中国、台湾などグローバル大手のスマホメーカから高く評価されていま
す。

PR ポイント
2000 年頃からカメラモジュールを作り続け、順調に事業拡大してきた結果、2016 年 9 月に事業本部として独立、2021 年 4 月に分社化しました。
シャープの中でも新しい事業体のため活気があり、成長事業のひとつとして期待されています。
グローバルの大手スマホメーカからもビジネスを獲得しており、グローバルに活躍しています。

皆さんへのメッセージ
SSTC は単に「カメラ」という部品を作るだけではありません。
AR、VR 市場の拡大を見据え、3D データ化技術、撮像データ解析技術、予測技術の開発にも取り組み始めました。
写真を撮るから情報を得るまでを実現できる小型高性能カメラモジュールを開発し、今後も新しい価値の創出に向け飽きなき
挑戦を続けています。
最新技術の開発に取り組みたい方、グローバルのお客様を相手に世界中を飛び回りたい方、SSTC で一緒に働きましょう。
きっと貴方の力が活きるフィールドがあるはずです！

サイズ制約の大きいモバイルカメラにおいて小型・高機能化で業界をリード

シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 (SSIC)/シャープ福山レーザー株式会社 (SFL)

広島県福山市、奈良県天理市、千葉県千葉市 他

事業紹介
シャープ福山セミコンダクター株式会社 (SFS)/シャープ福山レーザー株式会社 (SFL) は、旧電子デバイス事業本部が 2019 年 4 月にシャープ(株)の 100%子
会社として分社化し誕生し、SFS は 2021 年 11 月にシャープセミコンダクターイノベーション株式会社 (SSIC) に社名変更しました。
1953 年の国産第 1 号テレビに採用されたチューナの開発に始まり、前身となる 1978 年の電子部品事業本部の発足以来、スマートフォンや液晶テレビ、白物
家電などに使用されるデバイス/モジュールの開発・生産・販売を通じて世界に貢献しています。
SSIC/SFL が開発した、光センサ・LSI・CMOS イメージセンサ・レーザーなどの製品は世界の大手メーカに採用が進み、優れた技術や信頼性で高い評価を得
ています。またシャープグループ内では、事業ビジョン「8K+5G と AIoT で世界を変える」の実現に向けた中核事業としてオールシャープの一翼を担っていま
す。
今後は 8K Ecosystem と IoT 産業へ向けて選択と集中を進め、有力顧客への競争力あるデバイス/モジュールの販売を加速し、飛躍的な事業拡大を目指しま
す。

特長的な技術 / 会社の魅力
SSIC/SFL は 8K Ecosystem と IoT 産業を支える下記のような技術を数多く保有しており、デバイス/モジュールに加え、半導体事業の可能性の広がりにつれ
てプレゼンスが高まっています。
シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 (SSIC)



8K Ecosystem を支えるキーデバイス
映像/音声処理に必要な LSI や映像の入り口となる CMOS イメージセンサなどの開発をおこなっています。
8K に欠かせないキーデバイスで世界に 8K の可能性を広げていきます。



IoT センサ
長い歴史の中で培った優れたオプト技術を保有しており、この技術が超小型測距センサである TOF センサや、カメラモ
ジュール・IoT に必要なセンサの開発を支えています。

シャープ福山レーザー株式会社 (SFL)
SFL は赤・青・緑の 3 原色のレーザーに加えて赤外レーザーを保有しています。3 原色のレーザー技術を持つ優位性を発揮し、VR/AR や車
載向けなど様々な分野での価値創造に取り組んでいます。

PR ポイント
SSIC/SFL はシャープグループ内に商品事業本部をもつ強みを活かし、オンリーワン商品創出の要として事業を拡大してきました。また、世界の大手顧客との
取引を通じて、シャープグループ内にとどまらず、未来を創造するグローバルデバイスメーカとして社会に貢献しています。

皆さんへのメッセージ
SSIC/SFL では、年齢に関係なく部門の中核となり、即戦力として活躍する研究開発職とグローバル営業職の人材を求めています。
開発職は 8K Ecosystem と IoT の重点事業に向けた半導体の回路設計、プロセス開発やソフトウェア開発の技術者を必要としています。
営業職はマーケティングと共にグローバル企業と接することで新たなニーズの発掘をおこない、企画や開発部門などに働きかけることができる行動力ある人材
を必要としています。
SSIC/SFL は飛躍的な事業拡大に向けて、事業領域の拡大に挑戦します。力溢れる若い皆さん、是非私たちと共に未来にチャレンジしていきましょう。

スマートビジネスソリューション事業本部

奈良県大和郡山市、千葉県千葉市 他

事業紹介
スマートビジネスソリューション事業本部は、デジタル複合機を中心に 4 つの事業部で構成されており、グローバルに BtoB※1 事業を展開しています。
スマートワークソリューション事業部では、「安心」「つながる」「役立つ」をコンセプトとした使いやすいデジタル複合機の提供をはじめ、アフターコロナ
の新しいオフィス環境で重視される衛生管理に貢献する光触媒スプレー及びオフィス抗菌サービス、さらには全国のコンビニなどに設置されたマルチコピー機
とネットワーク網を用いたパブリックプリントサービスなど、時代の変化に対応した商品開発やサービスの提供を行っています。
また、スマートオフィス事業部/IT ソリューション事業
部では、Web 会議システムやコミュニケーションツー
ルなど各種の業務効率化ソリューションをワンパッケー
ジで提供し、ユーザーが複雑な IT 管理を行うことなく
業務の IT 化を推進できるよう支援しています。
一方、スマートエンタープライズソリューション事業部
としては店舗向けの POS システム機器やリテールサー
ビスを展開しているほか、工場や倉庫向けの自動搬送シ
ステム、生産ライン外観検査装置、業務用監視カメラな
どによる各種ソリューションを提供しています。
働き方改革やデジタル化の進展など、社会環境の変化に
伴って、働く現場では様々な変革が求められています。
当本部では、新しい付加価値やサービスを提供すること
で、お客様が抱えるビジネス課題の解決に取り組んでい
ます。
※1 Business To Business = 企業間取引

特長的な技術 / 事業本部の魅力
デジタル複合機
デジタル複合機は電子写真プロセスを軸にして、用紙搬送制御を主とするメカトロニクス技
術、感光体やトナーなどのケミカル技術、さらに IT・ネットワーク環境での高いプリント
パフォーマンスや親和性を実現するソフトウェア技術の集大成であり、日系企業が高い市場
シェアを占める機器です。
パブリックプリントサービス
皆さんに馴染みの深いところでは、全国のコンビニエンスストア約 3 万店にシャープの複
合機が設置されており、「ネットワークプリントサービス (会員数 450 万超※LINE 友だち
登録会員 50 万人を含む: 2021 年 4 月時点)」をはじめとする様々なコンテンツサービスを
提供しています。New Normal な働き方として在宅と出社を使い分けたハイブリッドオフ
ィスやサテライトオフィスでの勤務が広まりつつある中、街中でのプリントサービススポッ
トとしてビジネス用途での需要拡大が期待されています。
スマートオフィスサービス
クラウド型 Web 会議サービス“TeleOffice”を提供しているほか、当社の持つ AIoT プラットフォームや特長的な BtoB 向け機器と、セキュリティサービス、機
器運用サポート、チャットなどコミュニケーションツールを組み合わせた業務支援サービスを展開し、企業の業務効率化に貢献しています。
FA (ファクトリーオートメーション)
自動化技術、画像処理技術、ロボット搬送技術、光学/カメラ技術等を駆使し、工場や倉庫における「自動化革新ソリューション」「検査ソリューション」「ロ
ジスティックソリューション」を提案・提供し、自動化及び生産性の向上に貢献しています。

PR ポイント
奈良事業所 (大和郡山) は、1960 年にテレビ・ラジオの部品製造工場として建設されましたが、電子レンジの量産や、権威ある IEEE に認定された卓上式電子
計算機〈コンペット CS-10A〉など、数多くの日本初、世界初を生み出してきました。複写機事業については、1972 年の 1 号機以来 49 年の歴史があり、当本
部の主力事業へと成長を遂げました。“他社に真似されるような商品をつくれ”、との早川創業者の DNA は脈々と今日まで受け継がれています。

皆さんへのメッセージ
Big Data を活用した販促活動や人手不足による店舗オペレーションの効率化、生産現場の省人化など、さまざまなシーンで IT の活用による変革 (デジタルト
ランスフォーメーション) が必要とされています。また、社会環境が大きく変化する今日では、過去の常識に捉われない柔軟な発想が求められます。オフィス
や店舗、工場を Smart に進化させ、社会貢献を果たしていく中で、皆さんのアイデアを形にしていきませんか。BtoB 事業を支える多くの社員と共に未来を創
っていきましょう。

スマートディスプレイシステム事業本部

大阪府堺市、千葉県千葉市、奈良県大和郡山市 他

事業紹介
スマートディスプレイシステム事業本部は液晶テレビ「AQUOS」を
はじめとした映像音響機器を担当しており、液晶テレビのほか、ブ
ルーレイディスクレコーダー、オーディオ、インフォメーションデ
ィスプレイ、電子黒板などの開発も行っており、堺 (大阪)・幕張
(千葉)・大和郡山 (奈良) 等を拠点とし事業を推進しています。
更に、8K 関連商品の開発やテレビのスマート化の推進、ソリューシ
ョン事業にも取り組んでおり、今後も映像音響機器の分野におい
て、常に一歩先を行く独自技術、特長商品群を創出し、ユーザーの
皆さまに新しい価値と感動を提案し続けます。

特長的な技術 / 事業本部の魅力
スマートディスプレイシステム事業本部の魅力は、これまで培って
きた「AQUOS」のブランドに誇りと責任を持ちながら、よりお客様
に喜んで頂ける商品創りを目指し、ひたむきに取り組み続ける熱意
と創意に溢れた風土です。それこそが、画期的な技術によりお客様
の心に触れる価値を創造し、国内液晶テレビのトップメーカーとなった原動力なのです。
時には困難な場面にも遭遇しますが、自分を高め、成長させることが出来る環境がここにはあります。
そのような中で、今後は 8K、5G 技術を活用した新しい商品や、IoT・ネット技術を活用したユーザーの皆さまに寄り添う特長/サービスを提案すべく、シャー
プ全体の技術を活用した商品開発を進めていきます。

PR ポイント
テレビ業界では 2018 年 12 月に新 4K8K 衛星放送が開始され、国内外で行なわれる世界的スポーツイベントや各種エンターテイメントをリアルな映像でみな
さまに届けられる環境が整いつつあります。特に 8K 放送に関しては、世界の中で日本が先行開発を進めてきており、シャープは 8K ディスプレイ/8K 受信機
の開発などで市場をリードしています。また、8K は放送分野だけでなく、医療・学校・ミュージアムなど様々な分野での応用活用が期待されており、テレビ向
けに開発した技術をテレビ以外の分野へ応用することで、広く世界の文化と生活の向上に貢献したいと考えております。常識に縛られないアイデアと熱意のあ
る人を募集中です。
さらに「あなたを感じるテレビ」を合言葉に、AI と IoT を融合させたクラウドサービス「COCORO VISION」を国内向けに提供しております。
これは人工知能 (AI) が、ユーザーの視聴傾向から嗜好を学習し、ユーザー好みの番組情報を教えてくれたり、お住まいの地域のイベント情報を配信し、ご家
族のお出かけのヒントを教えてくれたり、さまざまなシーンで、ご家庭にあったテレビの活用方法をお知らせし、ユーザーの気持ちに寄り添って、暮らしをサ
ポートするものです。
このように、8K+5G と AIoT によって、テレビを中心とした生活にイノベーションを起こし続けていきたいと考えます。

皆さんへのメッセージ
我々が創っているのは「商品」だけではありません。我々が創っているのは、その「商品」を通じてお客様に感じて頂ける、より快適でより楽しい「生活」な
のです。
我々の仕事は、人々の未来の生活に新たな風を吹き込む可能性を秘めたワクワクするものなのです。そしてそれは、日本国内に止まらず、アジア・中国・欧米
など全世界をも巻き込む風になります。
皆さんが手掛けた商品が国内外の人々の暮らしを楽しく、便利に変えるかもしれない、なんて考えるだけでも楽しくなってきませんか？
是非、我々と一緒に魅力的な未来を創る道を歩きましょう！！
何よりも“熱意”のある皆さんのご応募をお待ちしております。

通信事業本部

広島県東広島市、千葉県千葉市 他

事業紹介
通信事業本部では、広島を中心に千葉・東京を拠点として、国内向け・海外向けのスマートフォン・携
帯電話・モバイルルーター・タブレットなどのモバイル通信端末事業、国内向け携帯電話のアフターサ
ービス事業、企業でのスマートフォンの安全な運用をサポートする「EMM サービス」など、法人向けサ
ービス・ソリューションを展開しています。
通信事業本部は、これからも「通信技術を活用した、人に寄り添い、新しい価値を提供し続ける事業
体」を目指し、スマートフォンや携帯電話をはじめ、世界の人々が毎日笑顔で生活を楽しめるような商
品・サービス・ソリューションの創出に挑戦し続けます。

特徴的な技術 / 事業本部の魅力
通信事業本部は、「真似される商品をつくれ」という創業者早川徳次の精神を受け継ぎ、通信技術を核
として、カメラ付き携帯電話やカラー液晶搭載携帯電話など業界初・国内初・世界初となる商品や技術

5G スマートフォン AQUOS R5G

を次々と世に送り出してきた、チャレンジスピリットの伝統があります。
現在、通信業界では世界的に 5G (第 5 世代移動通信システム) 市場が広がっており、国内でも 2020 年 3 月にサービスが開始されました。インフラ・機器・サ
ービスを含めた世界需要額は 2030 年で 168 兆円と見込まれており、2020 年から 2030 年の 10 年間に約 35%の年平均成長率で成長すると予測されていま
す。
この 5G は、コンシューマー、ビジネス向けに関わらず多様な場面で活用され、IoT (Internet of Things：モノのインターネット) との組み合わせにより、幅
広く進化をしていくと見込まれています。
「5G によるフルワイヤレス化で、スマートフォン中心から人中心の事業体へ」という事業ビジョンの元、通信事業本部は、通信技術に加え AI・センシングな
ど最先端技術を活用して、成長長著しい 5G/IoT 市場に向けて新たな提案と共に事業を拡大していきます。

皆さんへのメッセージ
通信事業本部の使命は「枠を超え、ヒト・モノ・ココロをつなぎ笑顔を広げること」です。
皆さんが当たり前に思っている世の中の常識、できないという思い込み、そんな既成概念の枠を超えてお客様へ新しい感動を届けたいと考えています。私たち
は単にヒトとモノを繋ぐだけではなく、その先にある誰かを思う気持ちや喜びを分かち合いたいという様々な思い (ココロ) を繋ぐために全力を尽くしていま
す。きっとその先にはお客様の笑顔があります。
そんな笑顔あふれる感動を世の中に広げるため、また、自らの可能性を拡げるために、私達と一緒に新たな一歩を踏み出しましょう。

株式会社 AIoT クラウド

東京都江東区、大阪府八尾市、千葉県千葉市 他

事業紹介
株式会社 AIoT クラウドは、2021 年 1 月末日にシャープ(株)の 100%子会社から Dynabook 株式会社 100％子会社に生まれ変わった会社で、シャープグルー
プの一員として、シャープの ICT 事業を担う会社です。
当社は、元はシャープ(株)の家電製品の AIoT 化と各種クラウドソリューションを担ってきた開発部門が独立した会社で、「パートナーの IoT 化を支援し、パ
ートナーと一緒に社会問題を解決し、真のスマートライフを実現する」とのミッションの下、これまで培った技術ノウハウや経験を活かし、シャープ(株)以外
の幅広いお取引先様にも、新しいサービスを提供しています。AIoT 家電と様々なサービスをプラットフォームでつなぎ、パートナー企業と共にスマートホー
ムを実現する「プラットフォーム事業」、オープンソースを活用して開発したビジネス向けソリューションを自社データセンターで提供/運営する「クラウドソ
リューション事業」など、スマートライフやスマートオフィスを実現するための、新しいサービスの開発と運営をおこなっています。

特長的な技術 / 会社の魅力
機器メーカーとサービス事業者を結ぶ「AIoT LINC」
スマートライフ、スマートホームの実現には、機器メーカーやサービス事業者がそれぞれ単独ではなく、連携してお客様にサービスを提供することが求められ
ます。「AIoT LINC」は、異なる機器メーカーやサービス事業者を結び付けるための API やスマートフォンアプリを提供、各社が管理するデータを適切に突合
し、お客様はアプリを経由して、あたかも 1 つのサービスのようにお使いいただくことが可能になります。
ビジネスコミュニケーションサービス「LINC Biz」
ビジネスチャットと音声/ビデオ会議機能を搭載し、2 つの機能をシームレスに利用できるビジネスコミュニケー
ションサービスです。テレワークが浸透する現在、手軽にビジネスチャットや音声/ビデオ会議をおこなえること
で迅速なコミュニケーションを実現するほか、ビジネスチャットから音声/ビデオ会議にスムーズに移行すること
で、働き方改革や業務コミュニケーションの革新をサポートするサービスとして提案しています。さらに、オフラ
インでのイベントの実施が難しくなる中、ウェビナーや学会などのオンライン化もサポートしています。
AIoT 開発で培った様々な AI 技術
AI により IoT データからユーザーの行動・使い方を分析した結果を、様々なサービスを通じてお客様にフィードバックすることで、AIoT 家電のユーザー価値
向上に取組んでいます。また、ユーザーに行動を促したり、意向を聞き出したりするための音声対話や自然言語系の AI 技術の開発もおこなっています。更に
BtoB 分野での業務効率化ソリューションへの AI 技術の応用も進めており、マーケティング業務を効率化するための SNS 分析や、アフターサービスのコスト
削減を目的とした故障診断サポート、またノウハウが必要な業務を AI が学習し、業務をサポートするといった取組みもおこなっています。

PR ポイント
プラットフォーム事業
AIoT プラットフォームを軸に、機器メーカーやサービス事業者と Win-Win の仕組みを構
築・提供し、パートナーの要求を実現することによってさまざまな社会問題を解決し、スマ
ートライフを実現していきます。例えば AIoT 家電のデータを使った高齢者の見守りや、ガ
ス機器メーカーと連携した給湯器と家電の一元管理、ケーブル TV 事業者との連携など、シ
ャープ(株)のみならず、業種を横断してパートナーと連携した事業展開を推進しています。
新時代のデータ主導型ビジネスを拡大すべく、高度なデータ分析や、AI、クラウド技術を
用いた最先端のソフトウエア開発をおこなっています。
クラウドソリューション事業
昨今の働き方改革により注目されている企業での情報共有や業務推進力アップに向けたビジネスコミュニケーションサービス、車をはじめとする移動体向けの
テレマティクスサービス、お客さま相談窓口等の接客業務を AIoT 技術で効率化・高付加価値化する対話ソリューション/チャットボットなど、企業向けの様々
なソリューションを提案・提供します。また、シャープの復活を支えてきた社内システム・インフラ改革の知見を、今後は他社にも生かしていただけるような
展開も考えていきます。

皆さんへのメッセージ
株式会社 AIoT クラウドは、これまで展開してきた「AIoT World」をさらに進化させ、AIoT プラットフォームを軸に家でもオフィスでも真のスマートライフ
を実現していきます。市場環境の変化が激しい時代に、事業変革を進めるにはプラットフォームを通じてパートナーとの連携が不可欠です。
皆さんの高度な専門知識と柔軟な発想力を活かし、お客様に楽しさや快適な暮らしを提供する「AIoT クラウド」で夢のある仕事を一緒にしていきましょう。
なお、当社の採用はシャープ(株)採用の在籍出向ではなく、株式会社 AIoT クラウドでの直接採用となります。

研究開発本部

奈良県天理市、千葉県千葉市・柏市 他

事業紹介
研究開発本部は、これからのシャープを支える技術開発の中核として、近畿圏 (奈良県天理市) と首都圏 (千葉県千葉市・柏市) に拠点を置いて、全社的な視点
で R&D に取り組んでいます。
研究開発本部は、研究開発に取り組むと同時に、自ら生み出した「技術の価値」を「社会に貢献する価値」として認めてもらい、「経済価値」へと変えていく
ことで新たな「事業」を創出し、全社の先頭に立って会社の成長を牽引していくことを目指しています。
ある事業に関連して、業種の異なる複数の企業や研究機関など様々な関係者が協調的に活動して、商品単体の事業のみならず、システム・サービスを含めた産
業全体での収益を維持・発展させていく仕組みのことを「エコシステム」と呼びます。研究開発本部は、「社会にインパクトを与える世界初/世界一の独自技術
により、新しいエコシステムを構築し新規事業を創出する」ことをミッションとしています。

特長的な技術 / 事業本部の魅力
研究開発本部は、「IoT に関する規格・標準化」、「IoT に関するインキュベーション」、「人に
係わる IoT」、「IoT を利用した Connected Industries」を軸とした研究開発に取り組み、8K ＋
5G エコシステム、AIoT ワールドの推進に注力しています。
「エコシステム」構築において不足する部分は社外からの取り込みや協業などにより拡大を図り、
その一方で、「エコシステム」を構築する中から、社外への技術供与、社内ベンチャー設立やベン
チャー企業の創立にも取り組んでいきます。
また、シャープが 100 年以上にわたり培ってきた量産設計・品質確保などモノづくりに必要な基
本技術とノウハウを提供することで、IoT 系ハードウェアベンチャー企業のモノづくり/量産を支
援する活動も行っています。
研究開発本部には他社に勝つ強さの源泉となる独自の要素技術があります。複数の要素技術を融合
してプラットフォームを構築し、夫々のニーズの特性に合わせた課題解決をサポートすることによ
って、B2B 事業/ソリューション事業を創出・展開していきます。

「8K＋5G＋ドローン」で競走馬の育成支援

健康や医療、介護の分野にも重点を置き、社会課題に応じたソリューションを創出し、新規事業に
展開していくことに取り組んでいきます。
研究開発本部は、これらミッション、取り組みを通じ、新しい R&D の形を目指していきます。

PR ポイント
シャープは、将来の核となる技術、重要技術の開発を促進するために積極的な技術への投資を行
い、新規分野の技術については、その事業化を加速する仕組みを構築しています。
シャープの価値は「技術」にあります。「技術」の源泉は「研究開発」にあります。
研究開発本部は、独自技術を創出することはもちろん、それを核として会社に長期的な利益をもた
らし、全社の先頭に立って、業界トップの地位へと牽引していく役目を求められています。
シャープは、従来の「家電メーカー」から、「人に寄り添う IoT 企業」へと転換していこうとし

青果専用 12℃の「適温蓄冷材」

ています。私たち研究開発本部もまた、従来の R&D の殻を打ち破り、新たな R&D へと進化して

https://jp.sharp/tekionlab/vision/confidence.html

いきます。

皆さんへのメッセージ
シャープは創業から 100 年を経過しましたが、次の 100 年の持続的な成長を目指して新たな企業
体へと進化していきます。そして私たち研究開発本部は、会社の先頭に立ってその進化を牽引して
いく役割を担っていると考えています。
新たに社会人になられるみなさんは、様々な「はじめて」に遭遇されることと思いますが、私たち
もまた、新しい形へと進化していく中で、多くの「はじめて」に取り組んでいます。
是非ともみなさんと一緒に、あらゆる「はじめて」を乗り越えて、会社や本部の成長・進化を牽引
していきたいと思います。そしてまた、私たちもみなさんと一緒に成長していきたいと考えていま
す。

脈拍数・血圧・呼吸数・体表面温度を非接触で一括測定
https://corporate.jp.sharp/brand/eshowroom/item/b11.html

IT ソリューション

大阪府堺市、大阪府八尾市 他

事業紹介
IT ソリューションは、シャープ全体の IT 化推進を担う部門として、「IT を活用した新たな仕事のスタイルを提案」することをミッションに、その仕組みづく
り及び事業展開に取り組んでいます。
全社の IT システムは多種多様に渡ります。社内 SE として、これらシステムを企画・設計・構築・運用することはもちろん、IT を駆使したソリューション提
案を行い、効率化・シンプル化に向けた業務改革を実現します。

特長的な技術 / 事業体の魅力
新しい IT を駆使したサービスの提供
顧客接点競争力の強化実現に向け、新しい技術を駆使した IT サービスの拡大を推進中。チャット機能を活用した営業支援システム、AI を活用した質疑応答の
自動化などのアプリ提供など、新規 IT サービス化に取組んでいます。また、在宅勤務の安定稼働対応などコミュニケーションインフラの基盤構築を行い、新ワ
ークスタイル提案に向けた環境作りを進めています。
抜本的なコストダウンを図るための IT 構造改革
社内向け IT システムのコストダウンは会社経営に大きく貢献します。施策として「オープンソースシステムの活用」「社内業務及びシステムの整理・統合・シ
ンプル化」を行い、低コスト体質に向けた IT 改革を進めています。

PR ポイント
IT ソリューションは、海外を含むグローバルのシャープグループ IT サービスを提供しており、ユーザー部門と協働して、会社の競争力を高める武器となるシ
ステムをつくります。
技術だけでなく、企画力も発揮できる、やりがいのある仕事です。

皆さんへのメッセージ
昨今のワークスタイル変革に対応するうえで IT 活用は欠かせません。IT ソリューションは単に「全社の業務効率化」に向けた IT 活用を推進するのではなく、
全体最適を見据えた新しい仕事のスタイルを提案し、IT による業務改革を行います。皆さんの新しい発想で、IT を活用したシャープの変革に挑戦しません
か。
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品質系職種

奈良県天理市 他 (シャープの各事業所、拠点)

「品質第一 私たちの心です(Quality First In Heart and Mind.)」のスローガンを掲げ、商品・サービスの安全性、品質・信頼性を確保
し、お客様の満足・信頼を獲得するために、新製品の開発段階での品質・安全性の追求からお客様に製品が渡った後の故障・事故の原因
解析と設計へのフィードバックまで、品質改善に貢献する様々な業務を担う。

品質企画
品質に関わるビジョンや中期計画、品質 KPI の策定、また、これらの実現に向けた具体的施策の立案・推進により、お客様にご満足いただける品質の実現に取
り組む。
主な業務内容
 本社品質部門：品質戦略企画立案、全社品質関連規格・規定制定 など
 事業本部/関係会社品質部門：品質戦略企画立案、事業本部品質関連規格・規定制定 など

設計審査・評価・認定
新製品において当社が満たすべき品質を担保できているか、一つ一つの部品の評価を始め、試作品の段階で繰り返し行う課題抽出や改善・評価を通じて、完成
品の品質確保に取り組む。
主な業務内容
 事業本部/関係会社品質部門：設計審査、総合品質管理、製品品質評価、新製品ソフト評価、部品認定試験、部品品質評価 など

信頼性・解析技術
製品の故障発生のメカニズムの解析、材料や部品の信頼性評価を通じて、次の製品の品質向上に繋げる役割を担う。
主な業務内容
 事業本部/関係会社品質部門：故障解析、信頼性試験、信頼性評価・検査、信頼性技術 など

EMS・工場 工程管理
製品の品質に大きな影響を与える「製造時の品質」を担保するため、EMS 先や海外工場での製造工程の管理・指導を行い、現場の品質改善業務を担う。
主な業務内容
 事業本部/関係会社品質部門：生産工程品質管理・出荷検査指導、工場監査 (システム・プロセス)、品質関連契約管理 など

CS 企画・市場
顧客満足 (Customer Satisfaction) 向上の実現に向けた具体的施策の立案・推進、及び、製品出荷後の品質不具合やお客様の期
待とのギャップ、仕様・性能不備などの発生状況の監視、および市場品質情報の収集により、事業本部関係部門へのフィードバ
ックを行い品質改善に取り組む。
主な業務内容
 事業本部/関係会社品質部門：CS 戦略企画立案、サービス対応企画立案、市場品質管理 など

製品安全・コンプライアンス

安全技術開発/評価
(燃焼実験室)

製品の安全性確保のため、各国の法規制遵守はもとより、市場で発生した事故の情報を収集すると共に、独自の安全基準などを
策定し製品に反映することで、お客様がより安心して使える製品の創出に取り組む。
主な業務内容
 本社品質部門：各国製品規格・法規管理、安全技術基準の策定・運用、安全評価手法の開発、PL 法関連対応、市場事故対
応、社内試験所運営 など
 事業本部/関係会社品質部門：各国製品規格・法規管理、安全技術・試験、事故解析、PLUS 法関連対応、市場事故対応、製
品安全審査、社内試験所運営 など

UCD・品質人材育成
全社的な観点で、品質向上やお客様満足の向上に寄与するための取り組みとして、製品・サービスのユーザビリティ (使いやす
さ) 向上のための評価・施策や、ユーザー中心設計 (User-Centered Design: UCD) の推進、次世代の品質人材の育成に取り組
む。
主な業務内容
 本社品質部門：ユーザビリティ向上施策企画立案及び推進、ユニバーサルデザイン推進、 品質人材育成 など
ユーザビリティテスト

環境系職種

奈良県天理市 他 (シャープの各事業所、拠点)

環境基本理念「誠意と創意をもって『人と地球にやさしい企業』に徹する」のもと長期環境ビジョン「Sharp Eco Vision 2050」を掲
げ、企業活動/環境保全活動を通じた社会課題の解決と持続的な企業価値の向上に取り組む中、シャープグループの環境対応に関する
種々の業務を担当する。

環境経営・企画
企業に求められる環境保全活動を推進することで、あらゆるステークホルダーの要求に応え、企業価値/ブランドイメージの向上を図り、サステナブル経営の推
進に取り組む。
主な業務内容
環境戦略立案・施策推進、環境情報開示、全社環境関連規格・規定制定 など

環境コンプライアンス
グローバルでの環境法規制遵守のための情報収集や渉外活動、製品/事業所に対する方針策定等、種々の環境法規制対応を推進し、環境コンプライアンス確保を
サポートする。
主な業務内容
各国環境関連法規管理・方針策定、化学物質管理、渉外活動 など

ビジネス系職種

大阪府堺市、千葉県千葉市 他 (シャープの各事業所、拠点)

法務
会社が推進する事業構造改革に伴う契約審査、交渉等、各種法的課題に対応し、事業部門をサポートする。
主な業務内容
契約審査、訴訟等紛争事案対応、コンプライアンス施策推進 など

経理
会計知識を生かし、事業活動拡大に伴う様々な経理処理を適正に遂行し、最適な経営管理の推進と健全な事業活動をサポートする。
主な業務内容
 本社経理部門：全社の経営管理、財務/税務会計、資金/外為/与信管理 など
 事業本部経理部門：事業本部の経営管理、財務会計 など
 関係会社経理部門：関係会社の経営管理、財務/税務会計、資金/外為/与信管理 など

営業 (グローバル営業・国内営業)
商品・サービスの価値をお客様に分かりやすく伝え、新たな需要の創造や協業・提携などを視野に入れたビジネスモデルの創出に取り組む。
主な業務内容
海外または国内市場における事業戦略立案/交渉・商談/販促支援、新規ビジネススキームの構築、事業経営計画立案 など
担当事業分野
 商品事業：オーディオ・ビジュアル、空調家電、キッチン家電、生活家電、ヘルスケア・美容家電、スマートフォン・電話機、情報機器、映像機器・デジタ
ルサイネージ、オフィスソリューション、エネルギー・環境ソリューション、店舗・流通ソリューション、情報・通信ソリューション、空気清浄・空調ソリ
ューション、FA・生産システム、監視カメラ、医用洗浄機、情報システム、クラウドサービス、光触媒 など
 デバイス事業：液晶モジュール、有機 EL モジュール、カメラモジュール、センサーモジュール、半導体部品、イメージセンサ、IoT センサ、半導体レー
ザ、その他センサ など

事業開発 (M&A)
当社の保有する事業の更なる拡大と発展のための M&A を推進する。
主な業務内容
M&A を中心とする各種提携案件の推進、これら実現のための調査、社外提携先選定、事業計画の精査、当社事業とのシナジーやリスク分析、デューデリジェン
スの実行、交渉 など

調達
製品の創出・製造に必要な資材 (部品や材料) を国内外から調達。製品の開発や生産計画に基づき、Q (品質)/C (コスト)/D (納期) を One SHARP の視点で最
適化を図り購入するだけでなく、法令遵守・地球環境保全などグローバル企業としての社会的責任を視野に入れた調達業務を担う。
主な業務内容
グローバル調達管理の推進、各種調達システムの導入/運用の推進、調達戦略の企画・立案 など

人事・労務
社員が能力を最大限に発揮できる環境を整備し、経営方針に沿った組織体制の構築や最適人員配置など、グローバルな視点で人事制度の企画・推進をおこな
い、次代を担う人材の育成に取り組む。
主な業務内容
 本社人事部門：シャープグループ全体の人事・労務制度企画
採用・育成、組織設計、人員配置、評価制度運用
社会保険手続、勤怠管理、給与計算、安全衛生管理 など
 事業本部/関係会社人事担当：事業本部/関係会社の人事・労務・総務業務全般
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