2015 年3 月18 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：黒川 茂）は、2015 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 2015 年 4 月 1 日
◆ ビジネスイノベーション部門
新職
旧職
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 コミュニティバンク統括部長 副事業部長 兼 金融第二事業
部 信金アウトソーシング営業
部長
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 コミュニティバンク統括部
戦略推進部長
戦略推進部長
第一ユニット 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
第一ユニット 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
営業二部長
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 コミュニティバンク統括部 営業二部長
OS 営業部長
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 関西支社営業一部長
関西支社金融営業一部長
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 第一営業部長
金融営業一部長
第一ユニット ファイナンシャル第二 金融事業部門 金融第二事業部
事業部 第二営業部長
金融営業二部長
第一ユニット ファイナンシャル第三 金融事業部門 金融第三事業部
事業部 S-BITS 統括部長
営業一部長
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 S-BITS 統括部 営業一部長
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 S-BITS 統括部 営業二部長
第一ユニット ファイナンシャル第三 金融事業部門 金融第三事業部
事業部 S-BITS 統括部 中部営業部長 中部支社金融営業部長
第一ユニット ファイナンシャル第三 金融事業部門 金融第三事業部
事業部 S-BITS 統括部 関西営業二部 関西支社金融営業二部長
長
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継続職

氏名
保科 寛樹

山本 英生

鈴木 雅幸

高尾 篤史

田島 充治

納谷 佳史
松本 裕志
藤川 治郎
渡邊 弘巳
青津 大
井上 康弘
濱崎 真一郎
若佐 陽

新職
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 S-BITS 統括部 九州営業部長
第一ユニット 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
部長
第一ユニット 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 BankVision 営業部長
第一ユニット 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 金融 OS 推進部長
第一ユニット 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 NUV 推進部長
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 東日本ソリューション営業部
長
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 西日本ソリューション営業部
長
第一ユニット ファイナンシャル第三
事業部 金融企画部長
第一ユニット 郵政プロジェクト 郵
政営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 営業一部長
第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 営業二部長
第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 営業三部長
第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 関西営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 九州営業部長

旧職
金融事業部門 金融第三事業部
九州支社金融営業部長
金融事業部門 金融第三事業部
BankVision 営業部長

継続職

氏名
小副川 晋也
三沢 聡司

稲葉 啓輔

金融事業部門 金融第三事業部
NUV 推進部長

塚本 正昭

松尾 光泰

金融事業部門 金融第三事業部
東北支店金融営業部長

酒井 伊智郎

金融事業部門 金融第三事業部
西日本金融営業部長

前田 忠宏

金融事業部門 金融第三事業部
金融企画部長
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 郵政営業部長
製造流通事業部門 ビジネスサ
ービス事業部 営業一部長
製造流通事業部門 ビジネスサ
ービス事業部 営業三部長

比留川 仁
重道 誠之
古林 幹教
深沢 拓
佐藤 博之
元谷 充秀

製造流通事業部門 ビジネスサ
ービス事業部 中国ビジネスサ
ービス営業部長

三輪 律夫

第二ユニット インダストリサービス
第一事業部 中国営業部長
第二ユニット インダストリサービス 製造流通事業部門 ビジネスサ
第一事業部 戦略ビジネス推進部長
ービス事業部 製造流通企画部
長
第二ユニット インダストリサービス 製造流通事業部門 流通第一事
第二事業部 営業一部長
業部 ビジネス一部長
第二ユニット インダストリサービス 製造流通事業部門 流通第一事
第二事業部 営業二部長
業部 ビジネス三部長
第二ユニット インダストリサービス 製造流通事業部門 ビジネスサ
第二事業部 営業三部長
ービス事業部 営業二部長

澤本 健志
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山田 竜郎

中村 能也
宇田川 茂雄
尾崎 治朗

新職
第二ユニット インダストリサービス
第二事業部 関西営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第二事業部 中部営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第二事業部 東北営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 トヨタ営業統括部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 トヨタ営業統括部 エン
ジニアリング営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 営業一部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 営業二部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 中部営業部長
第二ユニット インダストリサービス
第三事業部 関西営業部長
第三ユニット 公共第一事業部 エネ
ルギービジネス一部長
第三ユニット 公共第一事業部 エネ
ルギービジネス二部長
第三ユニット 公共第一事業部 エネ
ルギービジネス三部長
第三ユニット 公共第一事業部 次世
代ビジネス部長
第三ユニット 公共第一事業部 北海
道公共ビジネス部長
第三ユニット 公共第一事業部 中部
公共ビジネス部長
第三ユニット 公共第一事業部 テレ
コムビジネス部長
第三ユニット 公共第一事業部 ユニ
ット戦略統括部長
第三ユニット 公共第一事業部 ユニ
ット戦略統括部 ビジネス営業部長
第三ユニット 公共第一事業部 ユニ
ット戦略統括部 ビジネス企画部長
第三ユニット 公共第二事業部 ビジ
ネス一部長
第三ユニット 公共第二事業部 ビジ
ネス二部長
第三ユニット 公共第二事業部 戦略
ロジスティックス部長
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業統括一部長

旧職
製造流通事業部門 流通第一事
業部 関西ビジネス部長
製造流通事業部門 流通第一事
業部 中部ビジネス部長
製造流通事業部門 流通第一事
業部 東北ビジネス部長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 トヨタ営業部長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 エンジニアリング営業部
長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 営業一部長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 営業二部長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 U-Cloud 営業部長
製造流通事業部門 製造工業事
業部 関西営業部長

継続職

氏名
横山 秀雄
丸本 光雄
東海林 勝幸
佐藤 秀彰
宮本 素立

大嶽 秀人
早川 泰司
中村 歩
戸塚 宏幸
西分 也人

公共事業部門 公共第一事業部
エネルギービジネス一部長
公共事業部門 公共第一事業部
エネルギービジネス二部長
公共事業部門 公共第一事業部
次世代ビジネス部長
公共事業部門 公共第一事業部
北海道公共ビジネス部長

栗島 博史
鈴木 哲夫
金井 智
山本 紀夫
平島 浩介

公共事業部門 公共第一事業部
テレコムビジネス部長
公共事業部門 公共第一事業部
ビジネス二部長
公共事業部門 公共第一事業部
U-Cloud 営業部長
公共事業部門 公共第一事業部
公共ビジネス企画部長
公共事業部門 公共第一事業部
ビジネス一部長

真部 紀宏
岡部 浩明
前田 悟
菅原 雅樹
平原 賢一
田保 礼大

公共事業部門 公共第三事業部
戦略ロジスティックス部長
金融事業部門 金融第一事業部
金融営業一部長
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新堀 聡
千葉 真介

新職
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業一部長
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業二部長
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業三部長
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業統括一部 金融営業一部
長
第三ユニット ファイナンシャル第一
事業部 営業統括一部 金融営業二部
長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 ビジネス一部長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 ビジネス二部長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 北海道営業部長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 西日本営業部長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 ビジネス三部長
第四ユニット エコシステム推進事業
部 サービス事業企画部長

◆ ビジネスサービス部門
新職
第一ユニット 金融システム第一本部
統括一部長 兼 金融システム第一本
部 ビジネス推進部長
第一ユニット 金融システム第一本部
システム二部長
第一ユニット 金融システム第一本部
システム三部長
第一ユニット 金融システム第一本部
システム五部長
第一ユニット 金融システム第一本部
統括一部 システム一部長
第一ユニット 金融システム第一本部
統括一部 システム四部長
第一ユニット 金融システム第一本部
統括一部 システム六部長
第一ユニット 金融システム第一本部
金融ソリューション部長

旧職
金融事業部門 金融第一事業部
営業一部長
金融事業部門 金融第一事業部
営業二部長
金融事業部門 金融第一事業部
営業三部長

継続職

氏名
田島 誠治
高田 佳彦
張田 裕貴
市嶋 敏博

伊東 岳史

公共事業部門 公共第二事業部
営業一部長
公共事業部門 公共第二事業部
営業二部長
公共事業部門 公共第二事業部
北海道営業部長
公共事業部門 公共第二事業部
西日本営業部長
公共事業部門 公共第一事業部
ヘルスケアビジネス部長
ビジネスイノベーション部門
ビジネスアグリゲーション部
サービス事業企画室長

旧職
金融事業部門 金融システム第
一本部 ビジネス推進部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム二部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム三部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム五部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム一部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム四部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム六部長
金融事業部門 金融システム第
一本部 システム七部長
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高橋 明
臼木 裕明
井福 陽一
在間 靖泰
吉田 英治
高橋 潤一

継続職

氏名
奥山 直哉

渡辺 恭成
佐々木 亮
箱崎 裕之
原田 寛明
木村 宜史
高橋 政好
林田 和則

新職
第一ユニット 金融システム第一本部
イメージソリューション部長
第一ユニット 金融システム第一本部
金融システム推進部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括一部長 兼 金融システム第二本
部 統括一部 金融システム一部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括一部 金融システム二部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括一部 金融システム三部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括一部 関西金融システム部長
第一ユニット 金融システム第二本部
金融システム四部長
第一ユニット 金融システム第二本部
金融システム開発一部長
第一ユニット 金融システム第二本部
金融システム開発二部長
第一ユニット 金融システム第二本部
金融システム第二本部 信金システム
一部長
第一ユニット 金融システム第二本部
信金システム二部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括二部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括二部 信金システム三部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括二部 北海道金融システム部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括二部 西日本金融システム部長
第一ユニット 金融システム第二本部
統括二部 国際系システム部長
第一ユニット 郵政システム本部 統
括一部長
第一ユニット 郵政システム本部 統
括一部 開発一部長
第一ユニット 郵政システム本部 統
括一部 開発二部長
第一ユニット 郵政システム本部 統
括一部 業務開発一部長

旧職
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 開発推進部長

継続職

氏名
岩井 浩一
宮内 弘泰

金融事業部門 金融システム第
二本部 副本部長 兼 金融シス
テム第二本部 金融システム二
部長
金融事業部門 金融システム第
二本部 金融システムサービス
部長
金融事業部門 金融システム第
二本部 金融システム一部長
金融事業部門 金融システム第
二本部 関西金融システム部長
金融事業部門 金融システム第
二本部 基盤技術二部長
金融事業部門 金融システム第
二本部 ソリューション企画部
長
金融事業部門 金融システム第
二本部 基盤技術一部長
USOL 東京 執行役員 兼 金融
システム一部長

宮田 勲

金融事業部門 金融システム第
二本部 信金システム一部長
USOL 九州 社長

速水 孝師

牧野 正巳

大谷 尚彦
高杉 史彦
濱田 功
桂 智之

野村 真一
我妻 淳

松掛 憲吾
勝浦 文雄

金融事業部門 金融システム第
二本部 信金システム二部長
USOL 九州 金融システム部長

金井 貞人

金融事業部門 金融システム第
二本部 国際系システム部長
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 副プロジェクト長 兼 郵政
プロジェクト 開発二部長
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 開発一部長
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 業務開発二部長

竹内 重夫

甲斐田 徹

須貝 達也

高橋 伸一郎
岸実
堀内 衛

5

新職
第一ユニット 郵政システム本部 統
括一部 業務開発二部長
第一ユニット 郵政システム本部 開
発三部長
第二ユニット 製造システム本部 シ
ステム一部長
第二ユニット 製造システム本部 中
部システム部長
第二ユニット 製造システム本部 関
西システム部長
第二ユニット 製造システム本部 ト
ヨタシステム一部長
第二ユニット 製造システム本部 ト
ヨタエンジニアリング部長
第二ユニット 製造システム本部 ト
ヨタシステム二部長
第二ユニット 製造システム本部 ト
ヨタシステム三部長
第二ユニット 製造システム本部 エ
ンジニアリングシステム部長
第二ユニット 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
第二ユニット 製造システム本部 第
一統括部 システム二部長
第二ユニット 製造システム本部 第
一統括部 システム三部長
第二ユニット 流通システム本部 第
一統括部長
第二ユニット 流通システム本部 第
一統括部 システム一部長
第二ユニット 流通システム本部 第
一統括部 システム二部長
第二ユニット 流通システム本部 第
一統括部 システム三部長
第二ユニット 流通システム本部 第
一統括部 関西 OS 部長

旧職
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 業務開発一部長
金融事業部門 郵政プロジェク
ト 開発三部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 中部製造システム
部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 関西製造システム
部長

継続職

氏名
鈴木 智洋
山田 尚人
岡村 義昭

林 英哲

寺井 健二
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 トヨタシステム部
長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 中部エンジニアリ
ングシステム部長
USOL 中部 システムサービス
二部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 製造システム部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 製造ソリューショ
ン開発部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 副本部長

田頭 浩

製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 ビジネスソリュー
ション部長

若杉 泰至

宮地 隆

鈴木 啓友
立野 篤
長岡 紀

吉野 良成

赤羽 雅彦
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 流通システム一部
長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 インフラソリュー
ション部長
USOL 東京 ゼネラルサービス
部長

坪内 淳

津村 純

額賀 努
鈴木 博史
早野 桂一
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新職
第二ユニット 流通システム本部 第
二統括部長
第二ユニット 流通システム本部 第
二統括部 システム四部長
第二ユニット 流通システム本部 第
二統括部 システム五部長
第二ユニット 流通システム本部 第
二統括部 システム六部長
第二ユニット 流通システム本部 第
三統括部長
第二ユニット 流通システム本部 第
三統括部 システム七部長
第二ユニット 流通システム本部 第
三統括部 関西システム部長
第二ユニット 流通システム本部 第
三統括部 システム八部長
第二ユニット 流通システム本部 シ
ステム九部長
第二ユニット 流通システム本部 中
国システム部長
第二ユニット 流通システム本部 九
州システム部長
第三ユニット 公共システム本部 エ
ネルギー情報通信一部長
第三ユニット 公共システム本部 エ
ネルギー情報通信二部長
第三ユニット 公共システム本部 エ
ネルギー情報通信三部長
第三ユニット 公共システム本部 中
部公共サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 北
海道公共サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 運輸物流サービス一部長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 運輸物流サービス二部長

旧職
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 BS システム一部
長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 流通システム三部
長

継続職

氏名
荻野 進

佐久間 時忠

藤元 達也
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 流通システム二部
長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 BS システム二部
長
USOL 九州 執行役員 兼 業務
企画部長 兼 システムサービ
ス部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 関西 OS サービス
部長
USOL 東北 執行役員 兼 流通
システム部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 BS システム四部
長
USOL 中国 システムサービス
二部長
製造流通事業部門 製造流通シ
ステム本部 BS システム三部
長
公共事業部門 公共システム本
部 エネルギーサービス一部長
公共事業部門 公共システム本
部 エネルギーサービス二部長
USOL 東京 執行役員 兼 IT サ
ービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 中部公共サービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 北海道公共サービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 エアラインサービス四部長
公共事業部門 公共システム本
部 エアラインサービス一部長
公共事業部門 公共システム本
部 エアラインサービス二部長
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安嶋 健太郎

柳沢 博一

松島 孝雄

辻誠

前島 興範
久保田 淳一

愛敬 治
西村 篤行

長谷部 滋
松本 茂樹
畠山 史明
酒井 利幸
中津川 信昭
高井 健志
国見 徳幸
畠山 良一

新職
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 基盤サービス一部長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 基盤サービス二部長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 次世代公共サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 第
一統括部 観光生活サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部 社会公共サービス一部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部 社会公共サービス二部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部 ヘルスケアサービス部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部 北海道自治体サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 第
二統括部 関西公共サービス部長
第三ユニット 公共システム本部 決
済基盤サービス一部長
第三ユニット 公共システム本部 決
済基盤サービス二部長
第三ユニット システムサービス推進
部長 兼 システムサービス推進部 ナ
レッジ推進室長
第三ユニット システムサービス推進
部 システム企画室長
第三ユニット システムサービス推進
部 業務推進室長
第三ユニット システムサービス推進
部 オフショア推進室長
第三ユニット システムサービス推進
部 開発標準推進室長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 データ利用技術部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 データ基盤技術部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 Web フロント技術部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 Web フロント開発部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 AP 基盤技術部長

旧職
公共事業部門 公共システム本
部 インフラビジネス部長

継続職

氏名
石崎 達也
遠藤 豊

公共事業部門 公共システム本
部 公共サービス一部長
公共事業部門 公共システム本
部 公共サービス二部長
公共事業部門 公共システム本
部 北海道自治体サービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 官公サービス二部長
公共事業部門 公共システム本
部 官公サービス三部長
公共事業部門 公共システム本
部 ヘルスケアサービス部長

眞下 秀人
浜中 将行
井本 清文
瀧谷 龍二
小島 裕
西 親隆
藤田 人士

公共事業部門 公共システム本
部 関西公共サービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 テレコムサービス部長
公共事業部門 公共システム本
部 社会基盤サービス部長
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 システムサービス推
進室長

岸本 博
加藤 元基
金子 時生
滝本 照久

萩原 政朗
岡野 孝治
西森 淳
皆川 勲
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 データ利用技術室長
ユニアデックス インテグレー
ション技術統括部 プラットフ
ォーム技術部長
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 Web フロント技術室
長

林田 英雄
高橋 恭之

齋藤 重幸

松井 克巳
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 AP 基盤技術室長
8

山本 史朗

新職
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 札幌システム開発部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 情報統合技術部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 郵政基盤技術一部長
第四ユニット アドバンスド技術統括
部 郵政基盤技術二部長
第四ユニット サービス企画部 業務
推進室長
第四ユニット サービス企画部 調達
企画室長

第四ユニット サービス企画部 プラ
ットフォーム企画室長
第四ユニット サービス企画部 サー
ビス基盤企画室長
第四ユニット サービス企画部 技術
戦略室長
第五ユニット アウトソーシング企画
統括部 OS サービス企画部長
第五ユニット アウトソーシング企画
統括部 セキュリティ技術部長
第五ユニット アウトソーシング企画
統括部 基盤技術部長
第五ユニット 情報システムサービス
部 情報システム推進室長
第五ユニット 情報システムサービス
部 NGIT 適用室長
第五ユニット 情報システムサービス
部 情報システム企画室長

旧職
USOL 北海道 システム二部長
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 情報統合ソリューシ
ョン室長
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 郵政基盤技術室長
システム技術部門 アドバンス
ド技術部 郵政基盤開発室長

継続職

氏名
井上 英樹
瀬嵐 雅樹

川口 真一
矢邊 佳久
工藤 亜紀子

ビジネスイノベーション部門
総合マーケティング部 副部長
兼 総合マーケティング部 調
達企画室長
ビジネスイノベーション部門
総合マーケティング部 プラッ
トフォームビジネス企画室長

河合 善広

深澤 雅

井手ノ上 淳
ビジネスイノベーション部門
総合マーケティング部 技術戦
略室長

瀬尾 明志

坂本 賢一
システム技術部門 エンハンス
／セキュリティ技術部 セキュ
リティ技術室長
金融事業部門 金融システム第
二本部 基盤技術三部長
システム技術部門 エンハンス
／セキュリティ技術部 エンハ
ンス技術室長
業務部 NGIT 適用室長

福田 俊介

三ツ井 淳一
板東 英樹

手島 正
佐藤 哲也
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◆ インキュベーション部門
新職
総合マーケティング部 オープンイノ
ベーション推進室長

旧職
継続職
氏名
ビジネスイノベーション部門
森口 秀樹
新ビジネス推進部長 兼 新ビ
ジネス推進部 情報活用推進室
長
なお、森口 秀樹は、2015 年 2 月 3 日発表のとおり 4 月 1 日付けで総合マーケティング部長を主務とし、総
合マーケティング部 オープンイノベーション推進室長を兼務します。
総合マーケティング部 共通 PaaS 事業 ビジネスイノベーション部門
林 直樹
推進室長
新ビジネス推進部 マーケティ
ング事業推進室長
総合マーケティング部 クロスサービ ビジネスイノベーション部門
牧野 友昭
ス企画室長
総合マーケティング部 ビジネ
スプロデュース室長
総合マーケティング部 IoT サービス
吉澤 穂積
戦略企画室長
総合マーケティング部 コンサルタテ ビジネスイノベーション部門
小谷野 圭司
ィブビジネス推進室長
総合マーケティング部 コンサ
ルティング室長
総合マーケティング部 産業機構研究 ビジネスイノベーション部門
前田 真理子
所 室長
総合マーケティング部 産業機
構研究所 室長
総合マーケティング部 政策推進セン 経営企画部 政策推進センター
南 真由美
ター長
長
総合マーケティング部 戦略企画推進 ビジネスイノベーション部門
田口 明洋
室長
総合マーケティング部 企画推
進室長
ビジネスイノベーション推進部 事業 ビジネスイノベーション部門
長谷川 幸成
開発室長
総合マーケティング部 戦略企
画室長
ビジネスイノベーション推進部 事業 ビジネスイノベーション部門
倉田 菜生子
クリエーション室長
ビジネスアグリゲーション部
事業クリエーション室長
ビジネスイノベーション推進部 社会 ビジネスイノベーション部門
竹中 暢
基盤事業開発室長
社会基盤事業推進部 EHR ビジ
ネス推進室長
グローバルインキュベーション部 事 ビジネスイノベーション部門
柘植 雅也
業開発室長
グローバルビジネス推進部 事
業推進室長
DXN ビジネス推進部 提携推進室長
絹田 博紀
DXNビジネス推進部 サービス事業基
掛谷 雅人
盤推進室長
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。
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