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                                    2017年3月23日 

 
日本ユニシス 
人事異動 

 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良）は、2017年4月1日付で下記の通り、

人事異動を行います。 
 

【人事異動】 発令日 2017年 4月 1日 

 
◆ ビジネスイノベーション部門 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
ビジネスイノベーション推進部 戦略

企画センター長 
第3ユニット 公共第一事業部 
ビジネス企画部長 

  菅原 雅樹 

ビジネスイノベーション推進部 ビジ

ネス支援センター長 
    小岩井 毅 

ビジネスイノベーション推進部 業務

改革推進センター長 
ビジネスサービス部門 第4ユ
ニット サービス企画部 共通

PaaS企画室長 

  林 直樹 

第1ユニット ファイナンシャル事業

部 第一統括部 アグリエコ推進部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル事業部 第一統括部 アグリイ

ノベーション推進部長 

第1ユニット 
ファイナンシ

ャル事業部 第
一統括部長 

松本 裕志 

第1ユニット ファイナンシャル第二

事業部 新ビジネス推進部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル第二事業部 コミュニティバ

ンク統括部 戦略推進部長 

  山本 英生 

第1ユニット ファイナンシャル第二

事業部 金融営業部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル事業部 営業二部長 
  藤川 治郎 

第1ユニット ファイナンシャル第二

事業部 営業一部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル第二事業部 コミュニティバ

ンク統括部 営業一部長 

  安本 竜也 

第1ユニット ファイナンシャル第二

事業部 OS営業部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル第二事業部 コミュニティバ

ンク統括部 OS営業部長 

  田島 充治 

第1ユニット ファイナンシャル第三

事業部 東日本営業部長 
    藤井 英輔 

第1ユニット ファイナンシャル第三

事業部 ビジネスクリエーション統括

部 ビジネスプラットフォーム推進部

長 

第1ユニット ファイナンシャ

ル第三事業部 ビジネスクリエ

ーション統括部 新ビジネスPF
推進部長 

  稲葉 啓輔 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第1ユニット ファイナンシャル第三

事業部 ビジネス企画統括部長 
第1ユニット ファイナンシャ

ル第三事業部 金融企画統括部

長 兼 ファイナンシャル第

三事業部 金融企画統括部 業
務推進部長 

 塚本 正昭 

第1ユニット ファイナンシャル第三

事業部 ビジネス企画統括部 次世代

ビジネス企画部長 

第1ユニット ファイナンシャ

ル第三事業部 金融企画統括部 
次世代ビジネス企画部長 

  中川 英晃 

第1ユニット ファイナンシャル第三

事業部 ビジネス企画統括部 ソリュ

ーションビジネス部長 

    鈴木 達也 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 営業一部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第三事業部 営業一部長 
  大嶽 秀人 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 営業二部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第三事業部 営業二部長 
  宇田川 茂雄 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 中部営業部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第三事業部 中部営業部

長 

  中村 歩 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 関西営業部長 
    高木 伸彰 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 トヨタ営業一部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第三事業部 トヨタ営業

部長 

  宮本 素立 

第1ユニット インダストリサービス

第二事業部 トヨタ営業二部長 
    長廣 勲 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 中部営業部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 中部営業部

長 

  丸本 光雄 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 九州営業部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第一事業部 関西営業部

長 

  元谷 充秀 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 東北営業部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 東北営業部

長 

  東海林 勝幸 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 事業開発部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 事業開発プ

ロジェクト長 

  塚田 勝之 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 シナジー開発部長 
第2ユニット インダストリサ

ービス第一事業部 アライアン

ス推進部長 

  藤田 優 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 コマース＆サービス統括

部長 兼 インダストリサービス第

一事業部 コマース＆サービス統括部 
営業二部長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第一事業部 営業三部長 
 佐藤 博之 

  



3 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 コマース＆サービス統括

部 営業一部長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第一事業部 営業一部長 
  早川 泰司 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 コマース＆サービス統括

部 関西営業部長 

    児玉 育宣 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 ライフ＆サービス統括部

長 兼 インダストリサービス第一

事業部 ライフ＆サービス統括部 営
業一部長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 営業一部長 
 中村 能也 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 ライフ＆サービス統括部 
営業二部長 

    山下 慶亮 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 ライフ＆サービス統括部 
営業三部長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 営業二部長 
  伊澤 正広 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 リテール＆サービス統括

部長 兼 インダストリサービス第

一事業部 リテール＆サービス統括部 
BP推進室長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第二事業部 営業三部長 
 尾崎 治朗 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 リテール＆サービス統括

部 営業一部長 

    村上 明伸 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 リテール＆サービス統括

部 営業二部長 

第2ユニット インダストリサ

ービス第一事業部 営業二部長 
  田中 大介 

第2ユニット インダストリサービス

第一事業部 リテール＆サービス統括

部 関西営業部長 

    高成田 彰 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 証券営業部長 
第3ユニット ファイナンシャ

ル第一事業部 営業二部長 
  張田 裕貴 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 保険営業部長 
    斉藤 宜宏 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 営業統括一部長 兼 ファイ

ナンシャル第一事業部 営業統括一部 
営業一部長 

第3ユニット ファイナンシャ

ル第一事業部 営業一部長 
 高田 佳彦 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 営業統括一部 営業二部長 
第3ユニット ファイナンシャ

ル第一事業部 金融営業部長 
  濱崎 真一郎 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 営業統括二部長 
第3ユニット ファイナンシャ

ル第一事業部 金融営業一部長 
 市嶋 敏博 

第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 営業統括二部 ソリューショ

ン営業一部長 

    大戸 邦浩 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第2ユニット ファイナンシャル第一

事業部 営業統括二部 ソリューショ

ン営業二部長 

第3ユニット ファイナンシャ

ル第一事業部 金融営業二部長 
  伊東 岳史 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部長 兼 公共第一事業部 
エネルギー統括部 ビジネス企画部長 

第3ユニット 公共第一事業部 
次世代ビジネス部長 

 金井 智 

第2ユニット 公共第一事業部 ビジ

ネス一部長 
第3ユニット 公共第一事業部 
ビジネス一部長 

 竹中 暢 

第2ユニット 公共第一事業部 ビジ

ネス二部長 
第3ユニット 公共第一事業部 
ビジネス二部長 

 石橋 武将 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部 エネルギービジネス一

部長 

第3ユニット 公共第一事業部 
エネルギービジネス一部長 

  西分 也人 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部 エネルギービジネス二

部長 

第3ユニット 公共第一事業部 
エネルギービジネス二部長 

  栗島 博史 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部 次世代ビジネス部長 
第3ユニット 公共第一事業部 
エネルギービジネス三部長 

  阿部 光延 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部 北海道公共ビジネス部

長 

第3ユニット 公共第一事業部 
北海道公共ビジネス部長 

  山本 紀夫 

第2ユニット 公共第一事業部 エネ

ルギー統括部 中部公共ビジネス部長 
第3ユニット 公共第一事業部 
中部公共ビジネス部長 

  平島 浩介 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括一部長 
第3ユニット 公共第二事業部 
ビジネス一部長 

 平原 賢一 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括一部 イノベーションビジネ

ス部長 

第3ユニット 公共第二事業部 
イノベーションビジネス部長 

  向井 剛志 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括一部 エンタプライズビジネ

ス部長 

第3ユニット 公共第二事業部 
ビジネス二部長 

  田保 礼大 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括二部長 
第3ユニット 公共第二事業部 
トランスポーテーション部長 

 濱田 実 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括二部 トランスポーテーショ

ン部長 

    大野 浩 

第2ユニット 公共第二事業部 ビジ

ネス統括二部 ビジネス一部長 
第3ユニット 公共第一事業部 
公共ビジネス部長 

  前田 悟 

 
◆ ビジネスサービス部門  

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

ビジネスサービス推進部 ビジネスサ

ービス戦略室長 
第3ユニット システムサービ

ス推進部 ビジネスサービス戦

略室長 

  目次 謙一 

ビジネスサービス推進部 ビジネスサ

ービス推進室長 
第3ユニット システムサービ

ス推進部 ビジネスサービス推

進室長 

  萩原 政朗 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
ビジネスサービス推進部 プロダクト

企画室長 
第4ユニット サービス企画部 
エンタープライズサーバ企画

室長 

  深澤 雅 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括一部 システム六部長 

  赤木 秀樹 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括一部 金融ソリューション部長 

  川島 秀夫 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括一部 システム五部長 

    佐久間 剛 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括二部長 兼 金融システム第一

本部 統括二部 システム三部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 システム三部長 
 佐々木 亮 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括三部長 

第1ユニット 金融システム第

三本部 統括二部長 兼 金融

システム第三本部 統括二部 
開発三部長 

 高橋 政好 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括三部 システム一部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 システム一部長 
  原田 寛明 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括三部 システム二部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 システム二部長 
  井上 慎一 

第1ユニット 金融システム第一本部 
統括三部 金融サービス企画部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第二統括部 リテールシス

テム部長 

  愛敬 治 

第1ユニット 金融システム第二本部 
金融システム一部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 金融システム二部長 
  牧野 正巳 

第1ユニット 金融システム第二本部 
金融システム開発一部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 金融システム三部長 
  大谷 尚彦 

第1ユニット 金融システム第二本部 
金融システム開発三部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 旅行サービス

一部長 

  浜中 将行 

第1ユニット 金融システム第二本部 
金融システム開発四部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 イメージソリューショ

ン部長 

  岩井 浩一 

第1ユニット 金融システム第二本部 
信金システム二部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第二統括部 東北システム

部長 

  宮田 真 

第1ユニット 金融システム第二本部 
北海道金融システム部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 統括一部 北海道金融

システム部長 

  金井 貞人 

第1ユニット 金融システム第二本部 
統括一部 西日本金融システム部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 統括一部 金融システ

ム四部長 

第1ユニット 
金融システム

第二本部 統括

一部長 

松掛 憲吾 

第1ユニット 金融システム第二本部 
統括一部 関西金融システム一部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 関西金融システム部長 
  高杉 史彦 

第1ユニット 金融システム第二本部 
統括一部 関西金融システム二部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 システム七部長 
  延時 律夫 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 

第1ユニット 金融システム第三本部 
開発一部長 

第1ユニット 金融システム第

三本部 統括二部 開発一部長 
  甲斐田 徹 

第1ユニット 金融システム第三本部 
開発二部長 

   樫平 徳篤 

第1ユニット 金融システム第三本部 
開発三部長 

第1ユニット 金融システム第

三本部 統括二部 開発二部長 
  中村 修二 

第1ユニット 金融システム第三本部 
統括一部長 

第1ユニット 金融システム第

三本部 郵政システム一部長 
 堀内 衛 

第1ユニット 金融システム第三本部 
統括一部 郵政システム一部長 

    石川 清人 

第1ユニット 金融システム第三本部 
統括一部 郵政システム二部長 

    伊藤 慎太郎 

第2ユニット 製造システム本部 シ
ステム一部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部 エネルギー情

報通信部長 

  畠山 史明 

第2ユニット 製造システム本部 関
西システム部長 

第2ユニット 製造システム本

部 中部システム部長 
  林 英哲 

第2ユニット 製造システム本部 製
造流通システム推進部長 

第2ユニット 製造システム本

部 第一統括部長 兼 製造シ

ステム本部 第一統括部 製造

流通システム推進部長 

  吉野 良成 

第2ユニット 製造システム本部 エ
ンジニアリング統括部長 兼 製造

システム本部 エンジニアリング統括

部 システム二部長 

第2ユニット 製造システム本

部 エンジニアリングシステム

二部長 

 三浦 康雄 

第2ユニット 製造システム本部 エ
ンジニアリング統括部 システム一部

長 

第2ユニット 製造システム本

部 エンジニアリングシステム

一部長 

  長岡 紀 

第2ユニット 製造システム本部 エ
ンジニアリング統括部 システム三部

長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 情報統合技術部長 
  瀬嵐 雅樹 

第2ユニット 製造システム本部 ト
ヨタ統括部 システム二部長 

第2ユニット 製造システム本

部 第一統括部 システム四部

長 

  岩本 一士 

第2ユニット 製造システム本部 ト
ヨタ統括部 中部システム部長 

第2ユニット 製造システム本

部 システム一部長 
  岡村 義昭 

第2ユニット 流通システム本部 第
一統括部 システム三部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第二統括部 ゼネラルシス

テム部長 

  額賀 努 

第2ユニット 流通システム本部 第
一統括部 ビジネス開発部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 統括二部長 兼 金融

システム第一本部 統括二部 
イノベーション企画部長 

  木村 宜史 

第2ユニット 流通システム本部 第
一統括部 西日本システム部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第一統括部 中国システム

部長 

  長岐 拓郎 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第2ユニット 流通システム本部 第
二統括部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第三統括部長 
 柳沢 博一 

第2ユニット 流通システム本部 第
二統括部 流通システム二部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 運輸生活サー

ビス部長 

  畠山 良一 

第2ユニット 流通システム本部 第
二統括部 リテールシステム一部長 

    越智 俊晴 

第2ユニット 流通システム本部 第
二統括部 リテールシステム二部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第二統括部 流通システム

二部長 

  藤元 達也 

第2ユニット 流通システム本部 第
二統括部 関西システム一部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第三統括部 DMシステム

一部長 

  松島 孝雄 

第2ユニット 流通システム本部 第
三統括部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第二統括部 リテール開発

部長 

 安嶋 健太郎 

第2ユニット 流通システム本部 第
三統括部 DMシステム一部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第三統括部 九州システム

部長 

  西村 篤行 

第2ユニット 流通システム本部 第
三統括部 DMシステム二部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 データ利用技術部長 
  林田 英雄 

第2ユニット 流通システム本部 第
三統括部 DM開発部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第三統括部 DMシステム

二部長 

  辻 誠 

第2ユニット 流通システム本部 第
三統括部 関西システム二部長 

第2ユニット 流通システム本

部 第三統括部 関西システム

部長 

  芳本 貴弘 

第2ユニット 決済プラットフォーム

プロジェクト 統括一部長 
第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部長 
 加藤 元基 

第2ユニット 決済プラットフォーム

プロジェクト 統括一部 ビジネス推

進部長 

    渡辺 隆宏 

第2ユニット 決済プラットフォーム

プロジェクト 統括一部 決済基盤サ

ービス部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 統括三部 決済基盤サ

ービス一部長 

  横山 正樹 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第一統括部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部長 
 長谷部 滋 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第一統括部 エネルギーサービス一部

長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部 エネルギーサ

ービス一部長 

  中野 彰 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第一統括部 エネルギーサービス二部

長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部 エネルギーサ

ービス二部長 

  松本 茂樹 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第一統括部 エネルギー情報通信部長 

第2ユニット 製造システム本

部 関西システム部長 
  寺井 健二 
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新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第3ユニット 公共システム第一本部 
第一統括部 中部公共サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部 中部公共サー

ビス部長 

  酒井 利幸 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第二統括部長 兼 公共システム第

一本部 第二統括部 北海道公共サー

ビス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第一統括部 北海道公共サ

ービス部長 

 中津川 信昭 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第二統括部 北海道自治体サービス部

長 

第3ユニット 公共システム本

部 第三統括部 北海道自治体

サービス部長 

  藤田 人士 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第二統括部 運輸サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 物流サービス

部長 

  蓮田 康明 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第二統括部 次世代技術サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 公共アーキ推

進部長 

  山本 史朗 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第三統括部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第三統括部長 
 井本 清文 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第三統括部 社会公共サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第三統括部 社会公共サー

ビス部長 

  瀧谷 龍二 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第三統括部 ヘルスケアサービス部長 

第1ユニット 金融システム第

二本部 信金システム二部長 
  速水 孝師 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第三統括部 関西公共サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第三統括部 関西公共サー

ビス部長 

  岸本 博 

第3ユニット 公共システム第一本部 
第三統括部 関西自治体サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第三統括部 関西自治体サ

ービス部長 

  清家 欽矢 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第一統括部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 エアラインサ

ービス部長 

 国見 徳幸 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第一統括部 エアラインサービス部長 

    水澄 正晴 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第一統括部 旅行サービス部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 旅行サービス

二部長 

  岸 実 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第二統括部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 基盤サービス

二部長 

 遠藤 豊 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第二統括部 次世代公共サービス部長 

    小林 久之 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第二統括部 基盤サービス一部長 

    閂 克之 

第3ユニット 公共システム第二本部 
第二統括部 基盤サービス二部長 

第4ユニット サービス企画部 サ
ービス基盤企画室長 

  井手ノ上 淳 



9 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第4ユニット プラットフォームサー

ビス本部 PF企画部長 
第4ユニット サービス企画部 サ
ービス企画推進室長 

  小林 亜紀子 

第4ユニット プラットフォームサー

ビス本部 第一統括部長 兼 プラッ

トフォームサービス本部 第一統括部 
ビジネスPF部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 ビジネスPF開発部

長 

 齋藤 重幸 

第4ユニット プラットフォームサー

ビス本部 第一統括部 クラウド利用

技術部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 データ基盤技術部長 
  高橋 恭之 

第4ユニット プラットフォームサー

ビス本部 第二統括部長 兼 プラッ

トフォームサービス本部 第二統括部 
サービス基盤技術部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 AP基盤技術部長 
 川口 真一 

第4ユニット プラットフォームサー

ビス本部 第二統括部 生産技術イノ

ベーション部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 札幌システム開発部

長 

  井上 英樹 

第4ユニット 新技術サービス本部 
サービス販売企画部長 

第4ユニット サービス企画部 
共通SaaS企画室長 

  松代 憲治 

第4ユニット 新技術サービス本部 
情報活用技術部長 

第1ユニット 金融システム第

一本部 統括一部 金融ソリュ

ーション部長 

  林田 和則 

第4ユニット 新技術サービス本部 
AI利用技術部長 

第3ユニット 公共システム本

部 第二統括部 次世代公共サ

ービス部長 

  眞下 秀人 

第4ユニット 新技術サービス本部 
IoT 基盤技術部長 

第4ユニット アドバンスド技

術統括部 IoT 基盤技術部長 
  矢邊 佳久 

第4ユニット 新技術サービス本部 
ビジネスソリューション部長 

第2ユニット 製造システム本

部 第一統括部 システム三部

長 

  若杉 泰至 

第4ユニット アウトソーシングサー

ビス本部 OSサービス企画部長 
第5ユニット アウトソーシン

グ企画統括部 OSサービス企

画部長 

  高橋 伸一郎 

第4ユニット アウトソーシングサー

ビス本部 OSサービス一部長 
第1ユニット 金融システム第

二本部 金融システム一部長 
  小島 昭人 

第4ユニット アウトソーシングサー

ビス本部 ECPFサービス部長 
第4ユニット アドバンスド技

術統括部 Webフロント開発部

長 

  松井 克巳 

第4ユニット アウトソーシングサー

ビス本部 セキュリティサービス部長 
第5ユニット アウトソーシン

グ企画統括部 セキュリティ技

術部長 

  福田 俊介 

第4ユニット アウトソーシングサー

ビス本部 インフラサービス部長 
第5ユニット アウトソーシン

グ企画統括部 基盤技術部長 
  三ツ井 淳一 

第4ユニット 情報システムサービス

部長 
第5ユニット 情報システムサ

ービス部長 
 星 恒夫 

第4ユニット 情報システムサービス

部 情報システム推進室長 
第5ユニット 情報システムサ

ービス部 情報システム推進一

室長 

  稲岡 聖平 
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◆ インキュベーション部門 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
全社プロジェクト推進部 越境ビジネ

ス推進プロジェクト長 
全社プロジェクト推進部 アウ

トバウンドビジネスプロジェ

クト長 

 内野 浩一 

全社プロジェクト推進部 コラボレー

ティブビジネス推進プロジェクト長 
  高山 晋平 

全社プロジェクト推進部 IoT ビジネ

ス開発室長 
ビジネスサービス部門 第4
ユニット サービス企画部 IoT
ビジネスPF企画室長 

 吉澤 穂積 

DXNインキュベーション部 提携推

進一室長 
   柘植 雅也 

グローバルビジネス部 企画室長 ビジネスサービス部門 第2ユ
ニット 製造システム本部 シ
ステム二部長 

 赤羽 雅彦 

 
以 上 

 
 

※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 
第4ユニット 情報システムサービス

部 NGIT 適用室長 
第5ユニット 情報システムサ

ービス部 NGIT 適用室長 
 手島 正 

第4ユニット 情報システムサービス

部 情報システム企画室長 
第5ユニット 情報システムサ

ービス部 情報システム企画室

長 

 佐藤 哲也 
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