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1403-022                                   2014年3月26日 
 

ユニアデックス 
人事異動 

 
ユニアデックス株式会社（本社：東京都江東区、社長：入部 泰）は、2014 年4月1日付けで、以下

の通り人事異動を行います。 
 

【人事異動】 発令日 2014 年 4 月 1 日 

 
新 職 旧 職 継続職 氏 名 

企画部長 企画部 業績管理室長  斉藤 晴伸 
人事部 副部長 NM 管理本部 業務部長  三谷 一志 
ビジネス推進部 副部長 NM 営業推進本部 営業推進部長  佐野 祥之 
ファシリティ事業部 副事業部長 ファシリティ事業本部 設備ビジネ

ス統括部長 
 

菅 栄頼 

サービス企画本部 クロスサービス

ビジネス企画部長 
企画部長  

三宅 権 

営業第二本部 第一営業統括部長 NM 営業第一本部 第一営業統括部

長 
 

中村 智弘 

営業第二本部 第二営業統括部長 NM 営業第一本部 第二営業統括部

長 
 

森本 英作 

営業第二本部 第三営業統括部長 営業第二本部 第一営業統括部長  井上 芳樹 
営業第二本部 第三営業統括部 副統

括部長 
NM 営業第一本部 第一営業統括部 
副統括部長 

 
稲垣 洋史 

営業第二本部 第四営業統括部長 営業第二本部 第二営業統括部長  井坂 一 
営業第二本部 第五営業統括部長 営業第二本部 第三営業統括部長  勝木 衛 
戦略営業本部 戦略第一営業統括部

長 
NM 技術推進本部 ソリューション

マーケティング部長 
 

根岸 潤一郎 

戦略営業本部 戦略第二営業統括部

長 
戦略営業統括部長  

辻 信宏 

戦略営業本部 クラウド・DC ビジネ

ス統括部長 
システムマネジメントサービス事業

本部 アウトソーシングビジネス部

長 

 
山口 智弘 

戦略営業本部 グローバルビジネス

統括部長 
NM 営業推進本部長  

荒川 滋 

なお、荒川滋は、2014 年 2 月 27 日発表のとおり、戦略営業本部副本部長を主務とし、戦略営業本部グロー

バルビジネス統括部長を兼務します。 
システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第一統括部 
副統括部長 

システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第一統括部 
システムサービス二部長 

 
土田 実 

システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第三統括部

長 

システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第三統括部 
副統括部長 

 
西村 稔 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第四統括部

長 

NM 技術第一本部長  
谷口 耕一 

システムマネジメントサービス事業

本部 システムサービス第四統括部 
副統括部長 

NM 技術第一本部 第一技術統括部

長 
 

奥村 祐之 

システムマネジメントサービス 
事業本部 インテグレーション技術

統括部長 

システムマネジメントサービス 
事業本部 システムサービス第四統

括部長 

 
丸岡 茂敏 

システムマネジメントサービス 
事業本部 ＮＷソリューション統括

部長 

システムマネジメントサービス 
事業本部 システムサービス第三統

括部長 

 
寺嶋 浩信 

サポートサービス事業本部 プラッ

トフォームサポート統括部長 
システムマネジメントサービス 
事業本部 プラットフォームサポー

ト統括部長 

 
水島 資博 

サポートサービス事業本部 ミドル

ウエアサポート統括部長 
システムマネジメントサービス 
事業本部 ミドルウエアサポート統

括部長 

 
柿澤 至倫 

サービスエンジニアリング事業本部 
サービス統括部長 

サービスエンジニアリング事業本部

サービス統括部 副統括部長 
 

甲斐 正彦 

サービスエンジニアリング事業本部 
サービス統括部 副統括部長 

サービスエンジニアリング事業本部

サービス統括部 サービス五部長 
 

高山 誠 

サービスエンジニアリング事業本部 
サービス統括部 副統括部長 

サービスエンジニアリング事業本部

サービス統括部 サービス二部長 
 

宍戸 剛 

サービスエンジニアリング事業本部 
サービスビジネスセンター長 

サービスエンジニアリング事業本部

ユーザーサポートセンター 
副センター長 

 
竹下 佳宏 

なお、竹下佳宏は、サービス企画本部クロスサービスビジネス企画部副部長を兼務します。 
サービスエンジニアリング事業本部 
ユーザーサポートセンター長 
 

サービスエンジニアリング事業本部

ユーザーサポートセンター ユーザ

ーサポート一部長 

 
名古屋 隆昭 

関西営業統括部長 関西営業統括部 副統括部長  高橋 知則 
関西営業統括部 副統括部長 NM 営業第二本部 

西日本営業統括部長 
 

岡本 修二 

関西システムサービス第一統括部長 関西システムサービス統括部長  森脇 光治 
関西システムサービス第一統括部 
副統括部長 

NM 技術第二本部長 
 

 
和田 圭司 

関西システムサービス第二統括部長 関西システムサービス統括部 ソフ

トウエアサービス部長 
 

田渕 友崇 

東日本統括本部 副本部長 NM 営業第一本部 第三営業統括部

長 
 

若見 良治 

以 上 
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＜報道関係問い合わせ窓口＞ 
日本ユニシス株式会社 広報部 報道室 小林 

電話：０３－５５４６－７４０４  E-mail：i-box@unisys.co.jp 
 

ユニアデックス株式会社 マーケティングコミュニケーション 齊藤 
電話：０３－４５７９－１０８１   
E-mail：http://www.uniadex.co.jp のお問い合わせフォームから 


