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                                    2021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、2021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 2021年4月1日 

◆ ビジネスイノベーション部門 

新 職 旧 職 氏 名 
ビジネスイノベーション推進部 データビジネス創出センタ
ー長 

デジタルアクセラレーション戦略本部 事業開発部
長 児玉 信人 

ビジネスイノベーション推進部 DX推進センター長 ビジネスイノベーション推進部 戦略企画センター
長 北山 大輔 

ビジネスイノベーション推進部 DXサポートセンター長 ビジネスイノベーション推進部 業務運用センター
長 林 直樹 

ファイナンシャル第一事業部 営業一部長 ファイナンシャル第一事業部 営業二部長 市嶋 敏博 
ファイナンシャル第一事業部 営業二部長   上柿元 亘 
ファイナンシャル第一事業部 営業五部長 ファイナンシャル第一事業部 保険営業部長 斉藤 宜宏 
ファイナンシャル第一事業部 イノベーション推進部長   松尾 光泰 
ファイナンシャル第三事業部 ビジネス一部長 ファイナンシャル第三事業部 ビジネス推進部長 若佐 陽 
ファイナンシャル第三事業部 西日本ビジネス部長 ファイナンシャル第一事業部 営業一部長 濱崎 真一郎 
ファイナンシャル第三事業部 ビジネス企画部長   稲葉 啓輔 
公共第一事業部 ビジネス三部長   三宅 裕昭 
公共第一事業部 ビジネス企画部長   松尾 尚志 
流通第一事業部 営業一部長 インダストリサービス第二事業部 営業一部長 村上 明伸 
流通第一事業部 営業二部長 インダストリサービス第二事業部 営業三部長 清水 亮佑 

流通第一事業部 関西営業一部長 インダストリサービス第二事業部 関西営業一部
長 増田 勇二 

流通第一事業部 関西営業二部長   竹内 範和 
流通第一事業部 九州営業部長 インダストリサービス第二事業部 九州営業部長 金子 昌弘 

流通第一事業部 CXLabセンター長 インダストリサービス第二事業部 CXLabセンター
長 柳沢 博一 

流通第二事業部 営業一部長 インダストリサービス第三事業部 東北営業部長 大野 純一 
流通第二事業部 営業二部長 インダストリサービス第三事業部 営業二部長 伊澤 正広 
流通第二事業部 営業三部長   芝山 英司 
流通第二事業部 東北営業部長 インダストリサービス第一事業部 営業一部長 阿部 一紀 

流通第二事業部 中国営業部長 
インダストリサービス第三事業部 中国営業部長 
兼 インダストリサービス第二事業部 関西営業二
部長 

藤原 敏展 
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新 職 旧 職 氏 名 

製造第一事業部 自動車営業一部長 インダストリサービス第一事業部 自動車営業二
部長 遠藤 乃武生 

製造第一事業部 自動車営業二部長 インダストリサービス第一事業部 自動車営業三
部長 長廣 勲 

製造第一事業部 自動車営業三部長   高橋 弘典 
製造第一事業部 関西営業部長 インダストリサービス第三事業部 営業一部長 山下 慶亮 
製造第二事業部 営業一部長 インダストリサービス第三事業部 営業三部長 大嶽 秀人 
製造第二事業部 営業二部長 インダストリサービス第一事業部 営業二部長 田中 大介 
製造第二事業部 営業三部長 インダストリサービス第二事業部 営業二部長 宮杉 尚孝 
製造第二事業部 営業四部長   横川 愛 

 

◆ ビジネスサービス部門 

新 職 旧 職 氏 名 
ビジネスサービス推進部 推進一部長   丸尾 和弘 
ビジネスサービス推進部 SIラボセンター長   虎谷 裕基 

金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス一部長 金融ビジネスサービス第二本部 金融システム一
部長 牧野 正巳 

金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス二部長 金融ビジネスサービス第二本部 金融システム三
部長 高橋 和也 

金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス三部長 金融ビジネスサービス第二本部 金融システム開
発二部長 若松 真哉 

金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス四部長   田代 杏樹 
金融ソリューション本部 ソリューション一部長   上岡 雅樹 
金融ソリューション本部 ソリューション七部長   宮本 修一 
OptBAEプロジェクト サービス開発一部長   関田 敬介 
OptBAEプロジェクト サービス開発二部長   三浦 惇 

OptBAEプロジェクト 信金システム一部長 金融ビジネスサービス第二本部 信金システム一
部長 齊藤 宏和 

OptBAEプロジェクト 信金システム二部長 金融ビジネスサービス第二本部 信金システム二
部長 高杉 史彦 

金融ビジネスサービス第三本部 系統システム三部長 金融ビジネスサービス第三本部 勘定系システム
一部長 武澤 孝弘 

金融ビジネスサービス第三本部 系統システム四部長 金融ビジネスサービス第三本部 証券システム部
長 島田 智行 

金融ビジネスサービス第三本部 系統システム五部長 金融ビジネスサービス第三本部 金融ビジネス推
進部長 矢津 百得 

公共ビジネスサービス第一本部 エアラインサービス一部
長   森重 智郷 

公共ビジネスサービス第一本部 旅行流通サービス部長   山崎 浩司 

公共ビジネスサービス第一本部 物流サービス一部長 公共ビジネスサービス第一本部 次世代公共シス
テム部長 蓮田 康明 

公共ビジネスサービス第一本部 物流サービス二部長   増本 卓 
公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーサービス一部
長 

公共ビジネスサービス第二本部 社会公共サービ
ス部長 清家 欽矢 

公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーサービス二部
長 

公共ビジネスサービス第二本部 次世代電力シス
テム部長 中野 彰 
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新 職 旧 職 氏 名 
公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーソリューション
部長   持地 政彦 

公共ビジネスサービス第二本部 社会公共サービス部長  江森 恵太 
公共ビジネスサービス第二本部 ヘルスケアサービス部長   大槻 政史 

ソリューションサービス本部 DXラボ部長 ソリューションサービス本部 AI/IoT技術サービス
部長 矢邊 佳久 

ソリューションサービス本部 AI/IoT技術サービス部長 ソリューションサービス本部 決済コマースサービス
部長 大屋 将志 

ソリューションサービス本部 サービスビジネス一部長 ソリューションサービス本部 カーシェアサービス部
長 横山 正樹 

ソリューションサービス本部 サービスビジネス二部長 ソリューションサービス本部 スマートライフサービス
部長 滝沢 和明 

JPプロジェクト 郵政サービス一部長 ソリューションサービス本部 郵政サービス部長 木原 克彦 
JPプロジェクト 郵政サービス二部長   内山 昌彦 
JPプロジェクト 郵政サービス三部長   伊藤 直樹 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス一部長 流通ビジネスサービス第一本部 リテールシステム
一部長 長岐 拓郎 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス二部長 流通ビジネスサービス第一本部 リテールシステム
二部長 近藤 清悦 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス三部長 流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス
二部長 水澄 正晴 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス四部長 流通ビジネスサービス第一本部 ダイレクトビジネ
スシステム部長 西村 篤行 

流通ビジネスサービス第二本部 システム二部長   井上 聡 
流通ビジネスサービス第二本部 リースシステム部長   伴 陽一郎 
DXTプロジェクト システム一部長   原 加奈恵 

DXTプロジェクト システム二部長 Techマーケ＆デザイン企画部 クロスTech企画
室長 渡辺 隆宏 

製造ビジネスサービス第一本部 システム一部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム二部長 片井 信裕 
製造ビジネスサービス第一本部 システム二部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム三部長 前田 慎祐 
製造ビジネスサービス第一本部 システム三部長 製造ビジネスサービス本部 システム二部長 笠井 明 
製造ビジネスサービス第一本部 システム四部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム四部長 龍口 健二 
製造ビジネスサービス第一本部 システム五部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム六部長 柴山 宗徳 
製造ビジネスサービス第一本部 システム六部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム七部長 林 明正 
製造ビジネスサービス第一本部 エンジニアリングシステム
一部長   小川 真智 

製造ビジネスサービス第一本部 エンジニアリングシステム
二部長 製造ビジネスサービス本部 中部システム五部長 山岡 浩一 

製造ビジネスサービス第一本部 エンジニアリングシステム
三部長 

製造ビジネスサービス本部 エンジニアリングシステ
ム三部長 前田 振一郎 

製造ビジネスサービス第二本部 システム一部長 製造ビジネスサービス本部 システム一部長 立野 篤 
製造ビジネスサービス第二本部 システム二部長 製造ビジネスサービス本部 システム三部長 八木橋 健一 

製造ビジネスサービス第二本部 住宅システム部長 製造ビジネスサービス本部 エンジニアリングシステ
ム二部長 山科 隆伸 

製造ビジネスサービス第二本部 関西システム部長   有賀 亮敬 
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◆ インキュベーション部門 

新 職 旧 職 氏 名 
グローバルビジネス部 事業開発室長  高山 雄一郎 
グローバルビジネス部 戦略企画室長   中村 みゆき 

戦略事業推進第一本部 社会環境Biz推進部長 ビジネスイノベーション部門 新事業創出部 PFイ
ノベーション室長 新井 康治 

戦略事業推進第一本部 DXサービス推進部長 ビジネスイノベーション部門 新事業創出部 IoT
ビジネス PF推進室長 吉澤 穂積 

戦略事業推進第一本部 DX基盤推進部長 ビジネスイノベーション部門 新事業創出部 IoT
基盤推進室長 飯島 智生 

戦略事業推進第一本部 戦略事業推進部長 ビジネスイノベーション部門 新事業創出部 BD
推進室長 奥山 光美 

戦略事業推進第二本部 事業推進一部長 ビジネスイノベーション部門 ネオバンク戦略本部 
企画推進部長 中川 英晃 

戦略事業推進第二本部 事業推進二部長 ビジネスイノベーション部門 スマートタウン戦略本
部 事業開発部長 向井 剛志 

戦略事業推進第二本部 xtech戦略室長 xtech戦略室長 鈴木 敏彰 

 

◆ BizDevOps部門 

新 職 旧 職 氏 名 
プロセスアウトソーシング本部 アドバンスドインフラサービ
ス部長   高柳 美和 

プロセスアウトソーシング本部 サービスアクセラレーション
部長 

プロセスアウトソーシング本部 アドバンスドインフラ
サービス部長 大野 上総 

プラットフォームサービス本部 生産技術イノベーション部
長   大野 悠 

情報システムサービス部 戦略室長 情報システムサービス部 DX推進室長 稲岡 聖平 

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。 
 


