
 1

                                2015年2月27日 
ユニアデックス株式会社 

 
ユニアデックス 

機構改革・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、2015年 4月 1日付けで、以下
の通り機構改革と人事異動を行います。 

 
【機構改革】 発令日 2015年 4月 1日 
急激な市場の変化に対応し、「進化と創造」を実現するため、以下の主な改定を実施する。 
 
（1）運用・保守の分野で得意とするカスタマーエンジニアの組織とサーバー・ネットワークのインフラ設
計・構築を得意とするシステムエンジニアの組織を融合する。これによりエンジニアのキャパシティー

拡大とさらなる品質の向上、あらゆる競争力の向上、新たなビジネス領域への進出のためのリソース

強化を実現する。 
 
（2）クラウドビジネス（アマゾン ウェブ サービスに代表されるメガクラウドの構築やプライベートクラウドと
の連携を実現するクラウドフェデレーションサービス、および高品質な U-Cloud®サービスの提供）を

推進し、IoT ビジネスを加速する。そのためサービス企画本部を発展的に解散し、企画開発から販売
促進までを一体で行うマーケティング本部を新設する。 

 
（3）ネットマークスとの合併・統合によりお互いの得意商材をクローズアップした戦略営業本部は発展的
に解散し、営業第三本部に再編する。 

 
（4）東日本統括本部はキャリア事業の拡大や営業力、エンジニア力それぞれの強化を目的とし、営業部
隊は営業第一本部、エンジニア部隊はエンジニア部門にそれぞれ再編する。 

 
（5）日本ユニシスグループとしてグローバル対応の強化を推進する。 
 
 

 
 

【人事異動】 発令日 2015年 4月 1日 

 
◆ 執行役員人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
取締役常務執行役員 兼 営業第二
本部長 

日本ユニシス 
金融事業部門長 

日本ユニシス 
常務執行役員 

岩田 和洋 

執行役員 兼 グローバルビジネス
部長 

日本ユニシス 
執行役員 兼 ビジネスイノベー
ション部門 部門付 

 角田 道彦 

なお、角田 道彦は、日本ユニシス 上席執行役員およびインキュベーション部門 グローバルインキ
ュベーション部長を兼務します。 
マーケティング本部長 システムマネジメントサービス

事業本部長 
常務執行役員 庭山 宣幸 
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新職 旧職 継続職 氏名 
カスタマーサービス事業本部長 サービスエンジニアリング事業

本部長 
常務執行役員 西浦 宏明 

システムマネジメントサービス事

業本部長 兼 カスタマーサービス

事業本部 副本部長 

システムマネジメントサービス

事業本部 副本部長 
執行役員 福島 康夫 

サポートサービス事業本部 
本部長 

サポートサービス事業本部 

副本部長 

執行役員 木村 達郎 

営業第三本部長 戦略営業本部長 執行役員 古川 徹也 
システムマネジメントサービス事

業本部 本部付 
システムマネジメントサービス

事業本部 副本部長 
執行役員 山本 剛司 

カスタマーサービス事業本部 副
本部長 

サービスエンジニアリング事業

本部 副本部長 
執行役員 手島 敏博 

執行役員 兼 関西支店長 九州支店長  水島 正樹 
 
 
 
◆ 組織長人事 

新職 旧職 継続職 氏名 
品質保証・改革推進部長 品質保証部長  古川 玲子 
情報システム部長 情報基盤推進部長  瀬尾 昌雅 
事業推進部 副部長 企画部 

経営企画室長 
 秋山 治久 

営業第一本部 
サービスプロバイダ第二統括部長 

戦略営業本部 
戦略第一営業統括部 
アドバンスドUCS営業部長 

 佐藤 文美 
 

営業第一本部 
サービスプロバイダ第三統括部長 

営業第一本部 
サービスプロバイダ第二統括部 
営業二部長 

 三浦 公徳 

営業第一本部 
東日本統括部長 

東日本統括本部長  北山 知伸 

営業第二本部 
第二営業統括部長 

営業第二本部 
第三営業統括部長 

 井上 芳樹 

営業第二本部 
第三営業統括部長 

営業第一本部 
サービスプロバイダ第二統括部長 

 大島 正弘 

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 

 森本 英作 

営業第三本部 
サービスビジネス営業統括部長 

戦略営業本部 
戦略第二営業統括部長 

 辻 信宏 

営業第三本部 
クラウド・DCビジネス統括部長 

戦略営業本部 
クラウド・DCビジネス統括部長 

 山口 智弘 

営業第三本部 
ファシリティビジネス統括部長 

ファシリティ事業部長  小室 雪夫 

マーケティング本部 
プロダクトマーケティング部長 

戦略営業本部 
戦略第一営業統括部長 

 根岸 潤一郎 

マーケティング本部 
ビジネス開発部長 

サービス企画本部 
戦略マーケティング部長 

 関口 修 
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新職 旧職 継続職 氏名 

マーケティング本部 
サービス企画部長 

サービス企画本部 
クロスサービスビジネス企画部 
サービス企画一室長 

 小室 雅幸 

マーケティング本部 
未来サービス研究所長 

サービス企画本部 
未来サービス研究所長 

 小椋 則樹 

マーケティング本部 
クラウドサービス事業部長 

サービス企画本部 
クロスサービスビジネス企画部長 

 三宅 権 

カスタマーサービス事業本部 
サービス第一統括部長 

サービスエンジニアリング事業本

部 サービス統括部長 
 甲斐 正彦 

カスタマーサービス事業本部 
サービス第二統括部長 

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 
 高山 誠 

 
カスタマーサービス事業本部 
サービス第三統括部長 

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 
 宍戸 剛 

カスタマーサービス事業本部 
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長 
 名古屋 隆昭 

 
カスタマーサービス事業本部 
エンジニアリング推進統括部長 

システムマネジメントサービス事

業本部 システムマネジメント企画
部長 

 高柳 忍 

カスタマーサービス事業本部 
エンジニアリング推進統括部  
副統括部長 

サービスエンジニアリング事業本

部 サービスビジネスセンター長 
 竹下 佳宏 

カスタマーサービス事業本部 
提案サポートセンター長 

九州支店 九州サービス統括部長  佐々野 浩文 

カスタマーサービス事業本部 
提案サポートセンター 副センタ
ー長 

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 副統括部長 

 奥村 祐之 

システムマネジメントサービス事

業本部 システムサービス第一統
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 副統括部長 

 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二統
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 

 西村 稔 

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二統括
部長 

 関口 環樹 

システムマネジメントサービス事

業本部 エンタープライズサービ
ス統括部長 

システムマネジメントサービス事

業本部 エンタープライズサービス
センタ エンタープライズサービス
一部長 

 野口 昌彦 

サポートサービス事業本部 
HWプロダクトサポート統括部長 

サービスエンジニアリング事業本

部 HWプロダクトサポート統括部 
エンタープライズSVサポート部長 

 齊藤 雅樹 

サポートサービス事業本部 
デバイス開発統括部長 

サービスエンジニアリング事業本

部 デバイスビジネス統括部長 
 馬場 昇 

関西支店 
関西サービス第一統括部長 

関西支店 関西サービス統括部 
サービス一部長 

 藤岡 浩一 
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新職 旧職 継続職 氏名 

関西支店 
関西サービス第二統括部長 

サービスエンジニアリング事業本

部 サービス統括部 ネットワーク
サービス部長 

 望月 勝 

中部支店 
中部営業統括部 副部長 

中部支店  
エンタープライズ営業部長 

 谷口 信 

九州支店長  九州営業

統括部長 
松井 隆二 

九州支店 九州サービス統括部長 関西支店 北陸営業所長  井内 正伸 
九州支店 
九州システムサービス統括部長 

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 

 谷口 耕一 

 
以上 

＜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・神戸 

電話：０３－４５７９－１０８１  E-mail：press-box@ml.uniadex.co.jp 
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