
2013年3月12日

株式会社日立システムズ

機構改革および人事異動について

　株式会社日立システムズ（代表取締役 取締役社長：髙橋 直也、本社：東京都品川区）は、
下記の通り機構改革および人事異動を行いますので、お知らせします。

記

１．機構改革（2013年4月1日付）
＜経営管理統括本部＞
  ・｢プロジェクト統括・ナレッジ開発本部」を「プロジェクトマネジメント統括推進本部」と「生産技術本部」に分割する。
  ・｢情報システム技術本部」を「ＩＴ本部」へ名称変更する。

＜マネージドサービス事業グループ＞
  ・「クラウド・DC事業グループ」を「マネージドサービス事業グループ」に名称変更する。
  ・「アウトソーシングセンタ事業部」へ「リモート監視運用事業部」を移管・統合する。
  ・「日立グループ情報システム運用事業部」を新設する。

＜クラウドＩＣＴサービス事業グループ＞
　・「ICT基盤事業グループ」を「クラウドＩＣＴサービス事業グループ」に名称変更する。
　・「クラウド・DC事業グループ」の「クラウド・ＤＣ統括本部」を移管し、「クラウド統括本部」に名称変更する。
　・「ＩＣＴ基盤営業統括本部」を｢クラウドＩＣＴサービス営業統括本部」に名称変更する。

＜産業・流通事業グループ＞
　・「産業・流通情報サービス事業部」「ビジネス・イノベーション事業部」を「産業情報サービス事業部」「流通情報サービス事業部」に再編する。

＜東日本地域グループ＞
　・「関東支社」を「関東甲信越支社」に、「横浜支社」を「神奈川支社」に名称変更する。

２．人事異動（2013年4月1日付）

＜ＣＳＲ本部＞
異動後 異動前 氏名

▽ＣＳＲ本部
輸出管理部　担当部長

ＣＳＲ本部
コーポレート・コミュニケーション部　担当部長

吉田　憲弘

＜経営戦略統括本部＞
異動後 異動前 氏名

▽経営戦略統括本部　技監
常務執行役員
(兼)経営戦略統括本部　副統括本部長

井村　亮

▽経営戦略統括本部
経営戦略本部　主管

経営戦略統括本部　経営戦略本部　担当部長 岩崎　雅己

▽経営戦略統括本部
経営戦略本部経営企画部　主管

経営戦略統括本部
経営戦略本部経営企画部　担当部長

吉川　真

▽経営戦略統括本部
経営戦略本部　事業企画部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

経営戦略統括本部
経営戦略本部　事業企画部　部長
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

前田　貴嗣

▽経営戦略統括本部
経営戦略本部　事業企画部　主管

経営戦略統括本部
経営戦略本部　事業企画部　担当部長

高木　信直

▽経営戦略統括本部　グループ会社室　部長 経営戦略統括本部　グループ会社室　担当部長 梅田　省三



▽経営戦略統括本部　グループ会社室　担当部長 人事総務本部　本部員 高野　輝義

▽経営戦略統括本部　研究開発本部　本部長
(兼)同本部　事業開発センタ　センタ長

㈱日立製作所 佐川　暢俊

▽経営戦略統括本部
研究開発本部　研究開発センタ　センタ長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部
ＩＣＴ基盤戦略センタ　担当部長
(兼)同グループ　クラウド統括本部
クラウドサービス本部　基盤開発部　担当部長

経営戦略統括本部
研究開発本部　研究開発センタ　センタ長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部
基盤開発部　担当部長

田代　卓

▽経営戦略統括本部
研究開発本部　事業開発センタ　主管研究員

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
サービス開発生産技術センタ　センタ長

石井　健一

▽経営戦略統括本部
研究開発本部事業開発センタ　主管研究員

西日本地域グループ
関西支社地域ビジネス推進センタ　担当部長

服部　繁嗣

＜監査室＞
異動後 異動前 氏名

▽監査室　部長
サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部　ソリューション部　担当部長
(兼)財務本部　担当部長

山岸　伸行

▽監査室　部長
人事総務本部
西日本総務部　九州総務グループ　部長代理

山崎　豊

＜財務本部＞
異動後 異動前 氏名

▽財務本部　本部員 財務本部　第二財務部　担当部長 水野　真護

▽財務本部　本部員 財務本部　産業・流通経理部　部長 黒木　浩一

▽財務本部　第一財務部　担当部長 財務本部　第一財務部　主管 村山　裕幸

▽財務本部　第一財務部　担当部長 財務本部　東日本経理部　部長 高谷　誠一

▽財務本部　マネージドサービス経理部　部長 財務本部　クラウドＤＣ経理部　部長 渡辺　忠彦

▽財務本部　クラウドＩＣＴ経理部　部長 財務本部　ＩＣＴ経理部　部長 平野　好房

▽財務本部　産業・流通経理部　部長 財務本部　第二財務部　調査グループ　部長代理 椎木　一義

▽財務本部　東日本経理部　部長
財務本部　公共・社会経理部
公共プラットフォーム経理グループ　部長代理

奥野　洋史



＜人事総務本部＞
異動後 異動前 氏名

▽取締役 常務執行役員
(兼)人事総務本部　本部長

取締役 常務執行役員
(兼)人事総務本部　副本部長

藤井　宏豊

▽人事総務本部　副本部長 人事総務本部　総務部　部長 玉村　好治

▽人事総務本部　副本部長
(兼)事業構造改革本部　本部長

人事総務本部　副本部長
(兼)事業構造改革本部　副本部長

北原　央

▽人事総務本部　人財教育企画部　部長
(兼)同本部　ITアカデミー　学院長

人事総務本部　人財教育企画部　部長 加藤　功

▽人事総務本部　総務部　部長 人事総務本部　総務部　担当部長 菱倉　健一

＜経営管理統括本部＞
異動後 異動前 氏名

▽取締役 専務執行役員
(兼)経営管理統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　ＩＴ本部　本部長

取締役 専務執行役員
(兼)経営管理統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　情報システム技術本部　本部長

大野　治

▽常務執行役員
(兼)経営管理統括本部　副統括本部長
(兼)同統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部 本部長

常務執行役員
(兼)経営管理統括本部　副統括本部長
(兼)同統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部 本部長

松縄　正人

▽執行役員
(兼)経営管理統括本部　調達本部　本部長
(兼)事業構造改革本部　副本部長
(兼)経営管理統括本部　調達本部　国際調達部　部長
(兼)同本部　ＶＥＣ推進センタ　センタ長

経営管理統括本部　調達本部　本部長
(兼)事業構造改革本部　副本部長
(兼)経営管理統括本部　調達本部　国際調達部　部長
(兼)同本部　ＶＥＣ推進センタ　センタ長

坂元　弘和

▽経営管理統括本部　経営管理本部
販売プロセス標準化センタ　部長
(兼)同統括本部　ＩＴ本部
経営プロセス策定プロジェクト　プロジェクトリーダ

経営管理統括本部　経営管理本部
販売プロセス標準化センタ　部長
(兼)同統括本部　情報システム技術本部
経営プロセス策定プロジェクト　プロジェクトリーダ

宮腰　勉

▽経営管理統括本部
経営管理本部　業務部　担当部長

経営管理統括本部
経営管理本部　業務部　調査グループ　部長代理

岸本　武彦

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部　事業主管
(兼)同本部　プロジェクト管理力強化推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部　事業主管
(兼)同本部　生産性向上プロジェクト　プロジェクトリー
ダ
(兼)同本部　プロジェクト管理力強化推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

加藤　孝

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
主管技師長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
主管技師長

手島　吉紀

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部　主管技師長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部　主管技師長
(兼)公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部　主管技師長

小川　敏彦

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　センタ長

佐々木　厚

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　担当部長

市野　宏幸

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　主管技師

望月　義久



▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　担当部長

鶴岡　正和

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　担当部長

徳江　洋幸

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　担当部長

長保　昌義

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
ＰＭＯ統括部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ＰＭＯ統括センタ　主管技師

小野川　賢治

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　センタ長

長島　祥子

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　主管技師

吉田　秀憲

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　主管技師

大嵜　和弘

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　担当部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　担当部長

山口　勝好

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　主管技師

佐藤　哲夫

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　主管技師
(兼)同統括本部
新システム構築技術開発プロジェクト　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　主管技師
(兼)同統括本部
新システム構築技術開発プロジェクト　主管技師

畑本　和彦

▽経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部
プロジェクトマネジメント技術開発部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ナレッジ開発センタ　主管技師

松本　一孝

▽経営管理統括本部　生産技術本部　本部長
(兼)同本部
生産性向上プロジェクト　プロジェクトリーダ

㈱日立製作所 石川　貞裕

▽経営管理統括本部　生産技術本部
ソフトウエアエンジニアリング技術開発部　部長

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
ソフト開発生産技術センタ　センタ長

下村　勝美

▽経営管理統括本部　生産技術本部
ソフトウエアエンジニアリング技術開発部　主管技師

経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部
サービス開発生産技術センタ　主管技師

伊勢　正浩

▽経営管理統括本部
調達本部　本部主管

西日本地域グループ
関西支社システム本部　本部長

高野　実

▽経営管理統括本部
品質保証本部　ＱＡセンタ　センタ長

経営管理統括本部
品質保証本部　ＱＡセンタ　部長

大口　泰

▽経営管理統括本部　品質保証本部
第一品質保証部　担当部長

経営管理統括本部　品質保証本部
第四品質保証部　担当部長

井上　善博

▽経営管理統括本部
品質保証本部　第四品質保証部　部長
(兼)同本部　第一品質保証部　担当部長

経営管理統括本部
品質保証本部　第四品質保証部　部長

松山　美樹

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　副本部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　副本部長

鈴木　新太



▽経営管理統括本部　ＩＴ本部　副本部長
(兼)同統括本部　新システム構築技術開発プロジェクト
プロジェクトリーダ

経営管理統括本部　情報システム技術本部　副本部長
(兼)同統括本部　新システム構築技術開発プロジェクト
プロジェクトリーダ

向井　克幸

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　グループＩＴ企画部　部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　ＩＴ統括部　部長

佐藤　祐輔

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部事業基盤システム部　部長
(兼)同統括本部
新システム構築技術開発プロジェクト　担当部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　事業システム部　部長
(兼)同統括本部
新システム構築技術開発プロジェクト　担当部長

岩居　亨

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　事業基盤システム部　担当部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　本部員

齊藤　豪

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　経営情報システム部　部長
(兼)同本部　経営プロセス策定プロジェクト
副プロジェクトリーダ

経営管理統括本部
情報システム技術本部　経営システム部　部長
(兼)同本部　経営プロセス策定プロジェクト
副プロジェクトリーダ

小此木　純

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　経営情報システム部　担当部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　本部員

馬場　伸一

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　経営情報システム部　担当部長
(兼)同統括本部
新システム構築技術開発プロジェクト　担当部長

経営管理統括本部　情報システム技術本部
経営システム部　担当部長
(兼)同本部　基盤サービス部　担当部長
(兼)同統括本部　新システム構築技術開発プロジェクト
担当部長

清信　和宏

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　経営情報システム部　担当部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　経営システム部　担当部長

吉田　浩美

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　グローバル基盤サービス部　部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　基盤サービス部　部長

安井　圭介

▽経営管理統括本部
ＩＴ本部　グローバル基盤サービス部　担当部長

経営管理統括本部
情報システム技術本部　基盤サービス部　担当部長

竹渕　健一

＜グローバル事業統括本部＞
異動後 異動前 氏名

▽グローバル事業統括本部
事業開発部　部長

グローバル事業統括本部　担当部長 大澤　範夫

▽グローバル事業統括本部
アジア事業推進本部　本部長

グローバル事業統括本部
アジア事業推進本部　本部長
(兼)同本部　第一部　部長

三枝　義典

▽グローバル事業統括本部
アジア事業推進本部　第一部　部長

グローバル事業統括本部
アジア事業推進本部　第一部　部長代理

太田　博之

▽グローバル事業統括本部
中国事業推進本部　主管技師

グローバル事業統括本部
中国事業推進本部　担当部長

衛藤　知彦

＜営業統括本部＞
異動後 異動前 氏名

▽常務執行役員
(兼)営業統括本部　副統括本部長

常務執行役員
(兼)金融事業グループ　グループ長

荻山　得哉

▽営業統括本部
マーケティング本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　副本部長

営業統括本部
マーケティング本部　本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣ事業推進本部
副本部長

村上　稔



▽営業統括本部　マーケティング本部
営業企画本部　担当部長
(兼)同本部　営業事務支援センタ　部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業企画本部　担当部長

武井　佐信

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業企画本部　企画部　部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業企画本部　営業統括部　部長

河村　徹

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業企画本部　営業事務支援センタ　担当部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　担当部長

内倉　宣夫

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　本部長
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

沢田　雅彦

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　主管

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　担当部長

杉本　潔彦

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　市場開発部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部
拡販推進部　部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　市場開発営業戦略部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　拡販推進部　部長

大友　圭子

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　ブランド・営業支援部　部長

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　ブランドマネジメント部　部長

清水　健次

▽営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　ブランド・営業支援部　主管

営業統括本部　マーケティング本部
営業推進本部　ブランドマネジメント部　主管

鹿島　泰介

＜マネージドサービス事業グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽取締役 専務執行役員
(兼)マネージドサービス事業グループ
グループ長

取締役 専務執行役員
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
グループ長

山本　義幸

▽執行役員
(兼)マネージドサービス事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　日立グループ情報システム運用事業部
事業部長

㈱日立製作所 高橋　純一

▽執行役員
(兼)マネージドサービス事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　アウトソーシングセンタ事業部　事業部
長

㈱日立製作所 岡見　吉規

▽マネージドサービス事業グループ　主管技師長
クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　主管技師長

大日向　喜信

▽マネージドサービス事業グループ
計画部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
計画部　部長

林　孝

▽マネージドサービス事業グループ
計画部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
計画部　担当部長

伊原　大次朗

▽マネージドサービス事業グループ
計画部　主管技師

クラウド・ＤＣ事業グループ
計画部　主管技師

石井　幸一

▽マネージドサービス事業グループ
計画部　部員

クラウド・ＤＣ事業グループ
計画部　部員

角崎　正人



▽マネージドサービス事業グループ
ＭＳグローバル統括部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
グローバル拡販部　部長
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

富永　康行

▽マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　副本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

江坂　済

▽マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社営業本部　流通営業部　担当部長

平林　淳

▽マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部　第一営業部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　部長

上田　康彦

▽マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部
第一営業部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　担当部長

竹本　哲朗

▽マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部　第二営業部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第二営業部　部長

小田　洋司

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　副事業部長
(兼)同事業部　ＦＩＭＳ推進センタ　センタ長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　副事業部長
(兼)同事業部　ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

和田　善也

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　事業主管

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　事業主管

杉戸　勝則

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　事業主管

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部　事業部長

黒木　孝哉

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　主管技師長

高橋　弘之

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

小林　秀樹

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

田邊　浩道

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　本部長
(兼)同本部　データセンタ設計部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長
(兼)同グループ　アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
データセンタ設計部　部長

野村　祥久

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　主管技師長
(兼)同本部　システム運用技術開発部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部　主管技師長
(兼)同本部　システム運用サービス技術開発部　部長

山出　泰子

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
サービス企画部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
サービス企画部　部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部
基盤開発部　担当部長

市吉　龍一



▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
サービス企画部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
サービス企画部　担当部長

首藤　大樹

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
システム運用技術開発部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用開発部　担当部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤サービス部　担当部長

瀧内　博通

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
データセンタ設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

田中　宏

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
データセンタ設計部　主管技師

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
サービス企画・運用技術開発本部
データセンタ設計部　主管技師

蓮見　裕

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長

池田　達朗

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部　主管技師長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　主管技師長

鶴　秀夫

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部
第一ＳＩ部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　第一アウトソーシング設計部　部長

渡辺　憲一

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部
第二ＳＩ部　部長
(兼)同グループ　ＭＳグローバル統括部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用開発部　部長

小池　政則

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部
第三ＳＩ部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　第一アウトソーシング設計部　担当部長

松島　秀樹

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部
第三ＳＩ部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部
基盤サービス部　部長

吾郷 和美 

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
アウトソーシングソリューション本部
第三ＳＩ部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部
アライアンス事業推進部　部長

中津　耕一

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　第一運用本部　本部長
(兼)同本部　サービス基盤システム部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　第一運用本部　本部長

川越　敏

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　拡販推進部　部長
(兼)同グループ　マネージドサービス営業本部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部
拡販推進部　部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

中村　和宏



▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　拡販推進部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　拡販推進部　担当部長

橋口　裕章

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ基盤運用部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ基盤運用部　部長

坪井　雅彦

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ基盤運用部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ基盤運用部　担当部長

吉田　正之

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ業務運用部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　湘南センタ業務運用部　部長

柴田　順

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　東京センタ運用部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　東京センタ運用部　部長

鳥居　秀弘

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　本部長
(兼)西日本地域グループ　関西支社
第一サービス本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　本部長
(兼)西日本地域グループ　関西支社
第一サービス本部　主管技師長

杉原　政文

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　主管技師長

大橋　昭夫

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　副本部長

青井　研一

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　ＮＤアウトソーシングサービス部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　ＮＤアウトソーシングサービス部　部長

北川　幸三

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　第二運用本部
ＮＤアウトソーシングサービス部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　第二運用本部
ＮＤアウトソーシングサービス部　担当部長

石丸　秀則

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　中部アウトソーシングサービス部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　中部アウトソーシングサービス部　部長

酒村　康幸

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第二運用本部　関西アウトソーシングサービス部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　第二運用本部　担当部長
(兼)同事業部　第一運用本部
アウトソーシング運用部　担当部長

小笠原　正敏

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　第二アウトソーシング設計部　部長
(兼)同事業部　アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　担当部長

林　上

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部　設計本部
第二アウトソーシング設計部　担当部長

草苅　秀幸

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　サービス推進部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　第二アウトソーシング設計部　担当部長

大島　明彦

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　サービス開発部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
設計本部　第二アウトソーシング設計部　担当部長

永峰　祥道



▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　業務運用部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　アウトソーシング運用部　部長

内藤　明夫

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　業務運用部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　アウトソーシング運用部　担当部長

國西　元英

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　業務運用部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部　事業部員

豊田　正和

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　統合監視運用サービス部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用サービス部　部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

平川　喜之

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　統合監視運用サービス部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　統括運用基盤管理部　部長

川崎　敦

▽マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第三運用本部　統合監視運用サービス部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
リモート監視運用事業部
リモート運用サービス部　担当部長

佐々木　幸弘

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　事業部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　事業部長

北野　根秀

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　担当部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

松永　伸二

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　担当部長
(兼)同事業部　プロダクトサポート本部
テクニカルサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部
テクニカルサポートセンタ　担当部長

高島　俊哉

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　担当部長
(兼)同グループ　ＭＳグローバル統括部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　担当部長

加藤　賢治

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　主管技師
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　主管技師
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

廣庭　滋

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ビジネスサポート本部　本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　基盤設計部　部長

迫田　安泰

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ビジネスサポート本部　副本部長

西日本地域グループ
西日本事業企画本部　西日本企画部　部長

盛川　卓也

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ビジネスサポート本部
第一サービス設計部　部長
(兼)同グループ　マネージドサービス営業本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　サービス設計部　部長

杉野　貞夫

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第一サービス設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　サービス設計部　担当部長

井上　茂

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ビジネスサポート本部　第一サービス設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　サービス設計部　担当部長

柴田　誠一



▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第一サービス設計部　担当部長
(兼)同グループ　ＭＳグローバル統括部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　サービス設計部　担当部長

今井　秀和

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二サービス設計部　部長
(兼)同グループ　マネージドサービス営業本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
アライアンスビジネス部　部長

武藤　博信

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二サービス設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　コンタクトセンタ事業部
プロダクトサポート本部　アライアンスビジネス部
担当部長

高橋　弘之

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二サービス設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
アライアンスビジネス部　担当部長

石坂　忠明

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二サービス設計部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
アライアンスビジネス部　担当部長

福田　弘忠

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第一ビジネスサポート部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
ビジネスサポートセンタ　センタ長

佐藤　孝成

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第一ビジネスサポート部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
ビジネスサポートセンタ　担当部長

中川　和弘

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二ビジネスサポート部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
ビジネスサポートセンタ　担当部長

丸田　豊

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
第二ビジネスサポート部　担当部長
(兼)同本部　第一サービス設計部　担当部長
(兼)同事業部　ソリューションサポート本部
ＭＳソリュ－ションセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
ビジネスサポートセンタ　担当部長

神谷　基次

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部　本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
プロダクトサポート本部　本部長

狩野　悟

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部　主管技師長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部　主管技師長
(兼)同本部　テクニカルサポートセンタ　センタ長

小林　紀夫

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部
ソリューションサポートセンタ　センタ長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部
ソリューションサポートセンタ　センタ長

牧　敏行

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部
ソリューションサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
プロダクトサポート本部
アライアンスビジネス部　担当部長
(兼)同事業部　ソリューションサポート本部
ソリューションサポートセンタ　担当部長

小林　正明

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ソリューションサポート本部
ＭＳソリュ－ションセンタ　センタ長
(兼)同本部　ソリューションサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ソリューションサポート本部
ソリューションサポートセンタ　担当部長

大澤　安樹

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ソリューションサポート本部
日立プロダクトサポートセンタ　センタ長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
プロダクトサポートセンタ　センタ長

安徳　伸司



▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ソリューションサポート本部
日立プロダクトサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
プロダクトサポートセンタ　担当部長

佐藤　正幸

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
プロダクトサポート本部　本部長
(兼)同本部　テクニカルサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部
ソリューションサポート本部　本部長
(兼)同本部　テクニカルサポートセンタ　担当部長

西内　公一

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部
プロダクトサポート本部　主管技師長
(兼)同グループ　主管技師長
(兼)同グループ　ＭＳグローバル統括部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部　本部長

西村　光誠

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
テクニカルサポートセンタ　センタ長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ソリューションサポート本部
テクニカルサポートセンタ　担当部長

平岡　剛

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
テクニカルサポートセンタ　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
プロダクトサポートセンタ　担当部長

幸野　淳司

▽マネージドサービス事業グループ
コンタクトセンタ事業部　プロダクトサポート本部
グローバルサポートセンタ　センタ長
(兼)同グループ　ＭＳグローバル統括部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
コンタクトセンタ事業部　ビジネスサポート本部
グローバルサポートセンタ　センタ長

歌川　英仁

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴサポート本部　本部長

㈱日立製作所 阿部　直

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴサポート本部　第一部　部長

㈱日立製作所 島田　功一

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴサポート本部　第二部　部長

㈱日立製作所 鈴木　茂

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴサポート本部　第三部　部長

㈱日立製作所 矢野　幹夫

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴサポート本部　第三部　主管

㈱日立製作所 池田　弘

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴシステム運用本部　本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
第一運用本部　担当部長
(兼)同本部　東京センタ運用部　担当部長

有元　清己

▽マネージドサービス事業グループ
日立グループ情報システム運用事業部
ＩＴシステム運用本部　運用統括部　部長

㈱日立製作所 吉田　伸生



＜クラウドICTサービス事業グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽取締役 専務執行役員
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ　グループ長

取締役 専務執行役員
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ　グループ長

森田　隆士

▽執行役員
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部　事業部長
(兼)同事業部　ネットワーク事業企画部　部長

執行役員
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部　事業部長
(兼)同事業部　ネットワーク事業企画部　部長

大平　義晴

▽執行役員
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　事業戦略・開発本部　本部長
(兼)同グループ　日立・企業情報サービス事業部
事業部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部　事業部長

高野　雅弘

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部　主管技師長
(兼)同本部
サイバーセキュリティリサーチセンタ　センタ長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　主管技師長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部　主管技師長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
サイバーセキュリティリサーチセンタ　センタ長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　主管技師長

本川　祐治

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部　本部主管
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

人事総務本部　担当部長
(兼)ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

満丸　美由紀

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部　ＩＣＴ基盤戦略センタ　部長
(兼)同グループ　日立・企業情報サービス事業部
グローバル事業企画部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
グローバル事業企画部　部長

宍戸　弘明

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部　ＩＣＴ基盤戦略センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
第一部　担当部長

大塚　哲郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
事業戦略・開発本部　仮想化統合監視・運用センタ　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
ネットワークフィールドサポート部　部長

磯部　真一

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　クラウド事業推進本部　本部長
(兼)同統括本部　クラウドサービス本部　本部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　クラウド・ＤＣ事業推進本部　本部長
(兼)同統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部　本部長

山口　宏司

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　事業主管

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　事業主管

安周　宏

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

新貝　知晃

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　担当部長
(兼)経営戦略統括本部　経営戦略本部　担当部長

経営戦略統括本部経営戦略本部　担当部長 首藤　卓馬

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部
クラウド事業推進本部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

伊藤　尚

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部
クラウド事業推進本部　拡販推進部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　拡販推進部　担当部長

堀口　真



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部
拡販推進部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　アライアンス事業推進部
担当部長

串崎　充

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　部長
(兼)経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　主管研究員

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　部長
(兼)経営戦略統括本部　研究開発本部
研究開発センタ　主管研究員

田村　峰幸

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

佐藤　努

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
事業部長
(兼)同統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
事業部長
(兼)同統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　本部長

横井　康二

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
副事業部長
(兼)同統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
副事業部長
(兼)同統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　本部長

宮田　裕

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　本部長

中平　英司

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

園田　弥寿之

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

黒野　秀和

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
アジア・アフリカ事業プロジェクト　担当部長

茂木　重次

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
ナレッジサービス事業プロジェクト　担当部長

郷間　佳市郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　第一部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　第一部　部長

山岡　秀彰

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　第二部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　第二部　部長

久保　和寿

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
統括本部長
(兼)同グループ　クラウド統括本部
クラウド事業推進本部　副本部長
(兼)同グループ　クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部　統括本部長
(兼)同グループ　クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長
(兼)同グループ　ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部　本部長

中村　公夫

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
営業推進部　部長
(兼)同グループ　クラウド統括本部
クラウド事業推進本部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部　営業推進部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

日比　正行

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
営業推進部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
営業推進部　担当部長

大沢　一貴



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部
第一営業部　部長

クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ営業本部　第一営業部　担当部長

猪股　茂

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部
第二営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ　ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部
第二営業部　部長

小櫃　慎一

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部
第三営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
企業情報営業本部　第三営業部　部長

渋谷　透

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部　本部長
(兼)同統括本部　ＢＣＰ拡販プロジェクト　部長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部　本部長
(兼)同統括本部　ＢＣＰ拡販プロジェクト　部長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

神谷　敏郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部　担当部長

北川　久人

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第一営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第一営業部　部長

野並　祐二

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第一営業部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第一営業部　担当部長

石川　正治

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第二営業部　部長
(兼)同統括本部
ＢＣＰ拡販プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第二営業部　部長
(兼)同統括本部
ＢＣＰ拡販プロジェクト　担当部長

宮本　祥能

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第三営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第三営業部　部長

柏山　博美

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第四営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第四営業部　部長

浜田　勝士

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第四営業部　担当部長
(兼)同統括本部
ＢＣＰ拡販プロジェクト　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・システム営業本部
第四営業部　担当部長
(兼)同統括本部
ＢＣＰ拡販プロジェクト　担当部長

早川 和男

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
企業情報営業本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
企業情報営業本部　本部長

服部　賢

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
企業情報営業本部　第一営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
企業情報営業本部　第一営業部　部長

鏡原　正路



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
企業情報営業本部　第二営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
企業情報営業本部　第二営業部　部長

山田　太郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウドＩＣＴサービス営業統括本部
企業情報営業本部　第三営業部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ＩＣＴ基盤営業統括本部
ネットワーク・サービス営業本部
第一営業部　部長

千葉　茂

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
企業情報サービス事業推進センタ　センタ長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
企業情報サービス事業推進センタ　センタ長

坂本　克明

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
企業情報サービス事業推進センタ　主管技師

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
企業情報サービス事業推進センタ　担当部長

山下　慶晃

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部　本部長

榑林　正昭

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部　担当部長
(兼)同グループ　事業戦略・開発本部
ＩＣＴ基盤戦略センタ　担当部長
(兼)同グループ　日立・企業情報サービス事業部
グローバル事業企画部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部　担当部長
(兼)同事業部　グローバル事業企画部　担当部長

高橋　仁

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　部長

久保　宏之

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　担当部長

野村　清人

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第一システム部　担当部長

西塔　尚史

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　部長

中村　仁

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　担当部長

内田　和彦

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　担当部長

山根　眞二郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第二システム部　第二グループ　主任技師

門田　政也

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第三システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第三システム部　部長

大木　義博

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第三システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
コーポレートシステム本部
第三システム部　担当部長

小田　典英



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部　本部長

渡部　靖弘

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第一システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第一システム部　部長

石踊　健一

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第二システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第二システム部　部長

藤本　巧

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第三システム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第三システム部　部長

小川　賢治

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第三システム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
システムソリューション本部
第四システム部　部長

桜井　啓一

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部　本部長

伴　勉

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
クラウドソリューション部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
クラウドソリューション部　部長

高岡　大剛

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
パッケージソリューション部　部長
(兼)同グループ　事業戦略・開発本部
仮想化統合監視・運用センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
パッケージソリューション部　部長
(兼)同事業部　グローバル事業企画部　担当部長

千葉　雅昭

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
ミドルウェアソリューション部　部長
(兼)同グループ　事業戦略・開発本部
ＩＣＴ基盤戦略センタ　担当部長
(兼)同グループ　日立・企業情報サービス事業部
グローバル事業企画部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
ミドルウェアソリューション部　部長
(兼)同事業部　グローバル事業企画部　担当部長

渡辺　知宏

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
システムインテグレーション部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
システムインテグレーション部　部長

堀内　暢人

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
システムインテグレーション部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
日立・企業情報サービス事業部
プラットフォームソリューション本部
システムインテグレーション部　担当部長

山内　茂

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部　事業主管
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　副本部長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部　副事業部長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　副本部長
(兼)同グループ　ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部　本部長

渡邉　裕

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部　主管技師長
(兼)同本部　ネットワークドサービス推進第一部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部　主管技師長
(兼)同本部　ネットワークドサービス推進第一部　部長

山野　浩



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部
ネットワークドサービス推進第二部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部
ネットワークドサービス推進第二部　部長

和田　博

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部
ネットワークドサービス推進第二部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットＳａａＳ推進本部
ネットワークドサービス推進第二部　担当部長

營田　茂生

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
本部長

高木　誠浩

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部　本部主管

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
本部主管

里見　繁樹

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
新サービス開発センタ　センタ長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
新事業推進センタ　センタ長

前田　泰浩

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
新サービス開発センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
新事業推進センタ　担当部長

松田　友伸

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
新サービス開発センタ　主管技師

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
新事業推進センタ　主管技師

都築　端士

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
スマートデバイス推進センタ　センタ長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　センタ長

多田　昭仁

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
ネットワークテクニカルセンタ　センタ長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
ネットワークテクニカルセンタ　センタ長

大谷　泰正

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークサービス基盤本部
ネットワークテクニカルセンタ　主管技師
(兼)同本部　スマートデバイス推進センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークセキュリティサービス基盤本部
ネットワークテクニカルセンタ　主管技師
(兼)同事業部　ネットワークインテグレーション本部
スマートデバイス推進センタ　担当部長

向山　友也

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　本部長

服部　太郎

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　主管技師長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　主管技師長

高橋　克実

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
第一部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
第一部　部長

鈴木　史朗

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　第二部　部長
(兼)同グループ　事業戦略・開発本部
ＩＣＴ基盤戦略センタ　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ　ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　第二部　部長

佐子山　清美



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　第三部　部長
(兼)同グループ　クラウド統括本部
クラウドサービス本部　基盤開発部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部　第三部　部長
(兼クラウド・ＤＣ事業グループ　クラウド・ＤＣ統括本
部
クラウド・ＤＣサービス本部　基盤開発部　担当部長

木城　武康

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
全国ネットワークシステム部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
全国ネットワークシステム部　部長

巽　義行

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
全国ネットワークシステム部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークインテグレーション本部
全国ネットワークシステム部　担当部長

中山　正和

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　本部長

小松　志信

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　担当部長

㈱日立製作所 松崎 高典

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第一部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第一部　部長

北見　英之

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第一部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第一部　担当部長

吉田　寛

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第二部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第二部　部長

篠原　良之

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第三部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第三部　部長

鈴木　英之

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第四部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第四部　部長

渡辺　信男

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第五部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ネットワークサービス事業部
ネットワークソリューション本部　第五部　部長

渡野辺　剛

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部　事業部長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　副本部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部　本部長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　副本部長

中井　治

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部　事業主管
(兼)マネージドサービス事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
事業主管

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部　事業部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
アウトソーシングセンタ事業部
ＦＩＭＳ推進センタ　担当部長

小松　保夫

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部
ＣＤＣ開発プロジェクト　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部　主管技師

小林　剛

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部　本部長
(兼)同本部
ファシリティソリューション商品開発部　部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　部長

小峯　政秀



▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　担当部長

堀江　健司

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　主管技師

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューション商品開発部　主管技師

梅本　有裕

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューションサービス部　部長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　担当部長

ＩＣＴ基盤事業グループ
ファシリティ事業部
ファシリティソリューション本部
ファシリティソリューションサービス部　部長
(兼)同グループ
インフラサービス融合事業統括プロジェクト
スマートＰＢＸサービス本部　担当部長

今村　明広

＜サービス・ソリューション事業統括本部＞
異動後 異動前 氏名

▽執行役員
(兼)サービス・ソリューション事業統括本部　統括本部長

執行役員
(兼)産業・流通事業グループ　副グループ長
(兼)産業・流通事業グループ
産業・流通プラットフォーム事業部　事業部長

飯間　正芳

▽サービス・ソリューション事業統括本部　技監
常務執行役員
(兼)東日本地域グループ　グループ長
(兼)東日本地域グループ関東支社　支社長

松本　光義

▽サービス・ソリューション事業統括本部
主管技師長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　主管技師長
(兼)同本部　計画部　部長

梶谷　和秀

▽サービス・ソリューション事業統括本部
計画部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　部長

石塚　眞二

▽サービス・ソリューション事業統括本部
計画部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　計画部　担当部長

押味　俊之

▽サービス・ソリューション事業統括本部
計画部　主管技師

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　主管技師

太田　順章

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　第一サービス設計開発部　部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
副プロジェクトリーダ

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部　部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
副プロジェクトリーダ

林　義明

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
第一サービス設計開発部　担当部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
アドバンスドメンテナンスサービス開発部
担当部長
(兼)同本部　グローバル保守推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

畠山　和也

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
第一サービス設計開発部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　担当部長

伊藤　康裕

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
第二サービス設計開発部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　担当部長

小菅　達

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　事業開発推進部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　担当部長

杉本　亨

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　事業開発推進部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　担当部長

遠藤　尚



▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　事業開発推進部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
マルチベンダサポートサービス開発部　担当部長

大串　貴裕

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
金融営業店サービス設計開発部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部
金融営業店ソリューション開発部　部長

広崎　健二

▽サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　ロジスティクスセンタ　センタ長

サービス・ソリューション事業統括本部
保守設計開発本部　ロジスティクスセンタ　センタ長
(兼)同本部
ロジスティクス構造改革推進プロジェクト
プロジェクトリーダ

柴田　晃男

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・サポート部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション部　部長

後藤　信明

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・サポート部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション部　担当部長

大谷　修

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・インフラ開発部　部長

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
サービスインフラ開発部　部長

川村　修治

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・インフラ開発部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
サービスインフラ開発部　担当部長

藤林　寿

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・インフラ開発部　担当部長

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
サービスインフラ開発部　担当部長

吉原　康弘

▽サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
ソリューション・インフラ開発部　主管技師

サービス・ソリューション事業統括本部
ソリューション本部
サービスインフラ開発部　主管技師

山口　謙二

＜公共・社会事業グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽常務執行役員
(兼)公共・社会事業グループ　副グループ長
(兼)公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部　事業部長

常務執行役員
(兼)公共・社会事業グループ　副グループ長

菱沼　茂樹

▽公共・社会事業グループ　技師長 執行役員 水田　雄

▽公共・社会事業グループ
公共・社会事業企画本部　主管技師長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第二本部　本部長
(兼)同本部　第二設計部　部長

柳田　昌信

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　第三営業本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部
副本部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

河田　淳一

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　副統括本部長

㈱日立製作所 高津　次朗

▽公共・社会事業グループ　公共・社会営業統括本部
公共営業企画第一部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　担当部長

公共・社会事業グループ　公共・社会営業統括本部
公共営業企画第一部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

荒井　正純

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　第二営業本部　本部長
(兼)同本部　第一営業部　部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
第二営業本部　第一営業部　部長

杉山　仁一



▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　第三営業本部　部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
第三営業本部　第一営業部　部長

高山　利家

▽公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
第三営業本部　第一営業部　部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
第三営業本部　第一営業部
第四グループ　部長代理

細川　富三郎

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　本部長
(兼)同本部　済南ソフト開発部　部長

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　本部長

古谷　豊

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第一設計部　担当部長

宇賀田　洋巳

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第二設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第三本部　第三開発部　担当部長

我蛭　秀雄

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第三設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第二設計部　担当部長

杉生　孝二

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第一設計部　主管技師

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第一設計部　担当部長

矢野　久典

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第三設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第一本部　第一設計部　部長
(兼)同本部　済南ソフト開発部　部長

中村　篤

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第四設計部　主管技師

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第四設計部　担当部長

竹田　知巳

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
社会システム本部　第二設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部　第三設計部　部長

長谷川　靖

▽公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
社会システム本部
第二設計部　チーフコンサルタント

公共・社会事業グループ
公共情報サービス事業部
公共システム第二本部
第三設計部　チーフコンサルタント

吉田　行男

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部　副事業部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　本部長
(兼)同本部　共通業務管理部　部長

大津　正俊

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東北自治体システム本部　本部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　第一設計部　部長

大橋　長俊

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東北自治体システム本部　第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　第三設計部　部長

工藤　敏

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東北自治体システム本部　第一設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　第三設計部　担当部長

及川　寛晶

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部　本部長
(兼)同本部　共通業務管理部　部長
(兼)同本部　第二設計部　部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部
第二設計部　部長

今村　裕介

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部　本部主管

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　本部主管
(兼)同グループ
公共・社会事業企画本部　本部主管

石川　頼雄



▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部　担当部長

高村　俊次

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部
第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部
第一設計部　担当部長

坂本　晃敏

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部
第一設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部
第一設計部　担当部長

生駒　聡

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部
第二設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部
第二設計部　担当部長

常定　潔

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第一本部
第二設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第一本部
第二設計部　担当部長

石川　富則

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第二本部　本部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第二本部
第一設計部　部長

田中　俊憲

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第二本部
第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第二本部
第一設計部　担当部長

石山　英明

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第二本部
第一設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第二本部
第一設計部　担当部長

鈴木　敏哉

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関東自治体システム第二本部
第二設計部　部長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
東日本自治体システム第二本部
第二設計部　担当部長

大村　真二

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関西自治体システム本部　本部長

㈱日立製作所 小松　史

▽公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関西自治体システム本部　主管技師長

公共・社会事業グループ
自治体情報サービス事業部
関西自治体システム本部　本部長

白尾　俊二

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　第一開発部　部長

藤村　啓介

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　第一設計部　担当部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　第一開発部　担当部長

藤野　修司

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　ｅ－ＡＤ２導入推進部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第一本部　ｅ－ＡＤ２移行センタ　センタ長

山本　秀晃

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第二本部　第一設計部　部長
(兼)同本部　大連ソフト開発部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第二本部　第一開発部　部長
(兼)同本部　大連ソフト開発部　部長

寺山　実

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第二本部　第二設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部
第二本部　第二開発部　部長

岩船　公一



▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部　本部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部　本部長
(兼)同本部　第三開発部　部長

渡邉　岳彦

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
クラウド・パートナービジネス事業推進部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第一本部
導入推進支援センタ　センタ長

足立　紀美子

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
クラウド・パートナービジネス事業推進部　主管技師

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
クラウド事業推進部　部長

平野　正太

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
第一設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
第一開発部　部長

仁田　憲孝

▽公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
第二設計部　部長

公共・社会事業グループ
公共パッケージ事業部　第三本部
第二開発部　部長

大薗　勝典

▽公共・社会事業グループ
社会プラットフォーム事業部
サービス本部　本部長
(兼)同本部　第一サービス部　部長

公共・社会事業グループ
社会プラットフォーム事業部
サービス本部　本部長

井上　健児

▽公共・社会事業グループ
社会プラットフォーム事業部
サービス本部　第二サービス部　部長

公共・社会事業グループ
社会プラットフォーム事業部
サービス本部　サービス部　部長

井堀　宣広

＜金融事業グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽常務執行役員
(兼)金融事業グループ　グループ長

執行役員
(兼)金融事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　金融情報サービス事業部　事業部長

南部　栄一

▽金融事業グループ　特別コンサルタント
執行役員
(兼)金融事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ　金融プラットフォーム事業部　事業部長

塩飽　昭司

▽執行役員
(兼)金融事業グループ　副グループ長

㈱日立製作所 池田　宏之

▽金融事業グループ
金融営業統括本部　統括本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　副本部長

金融事業グループ
金融営業統括本部　統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

和田　淳

▽金融事業グループ
金融営業統括本部　営業管理部　部長

金融事業グループ　金融営業統括本部　担当部長 稲木　朗

▽金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第一営業部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　担当部長

金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第一営業部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

佐藤　勝彦

▽金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第四営業部　部長

金融事業グループ　金融営業統括本部
第二営業本部　第三営業部　部長

粂　達哉

▽金融事業グループ　金融営業統括本部
第二営業本部　第三営業部　部長

金融事業グループ　金融営業統括本部
第一営業本部　第四営業部　部長

金子　稔

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部　事業部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部　副事業部長

松井　知之



▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部　事業開発部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部　事業開発部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣサービス本部基盤開発部　担当部長

藤井　均

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第一設計部　部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部　部長

池　雅之

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第一設計部　担当部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第一設計部　部長

島ノ江　隆志

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部　部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部
第一グループ　主任技師

田村　英明

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第二システム本部　本部長
(兼)同事業部　事業開発部　主管技師

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第二システム本部　本部長

高瀬　啓司

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第二システム本部　主管技師長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第二システム本部　主管技師長
(兼)同事業部　事業開発部　主管技師

富永　喜英

▽金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第三システム本部　本部長
(兼)同事業部　事業開発部　主管技師
(兼)同事業部　第三システム本部
第一設計部　部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第三システム本部　第一設計部　部長

柳川　良信

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　事業部長

金融事業グループ
金融情報サービス事業部
第三システム本部　本部長
(兼)同グループ　金融プラットフォーム事業部
システム本部　本部長

板垣　秀一

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　副事業部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　副事業部長
(兼)同事業部　第二サービス本部　本部長

下沖　友昭

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　本部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第一サービス本部　本部長
(兼)同本部　第一サービス部　部長

篠原　敏一

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
プラットフォームソリューション部　担当部長

坂本　聡

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　新規ビジネス推進部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
新規ビジネス推進部　部長

木山　一弘

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　新規ビジネス推進部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第一サービス本部　第一サービス部　担当部長

前田　昭夫

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　新規ビジネス推進部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
新規ビジネス推進部　担当部長

国生　智彰

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　新規ビジネス推進部　担当部長
(兼)同本部　ビジネスアウトソーシング部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
金融プラットフォーム事業開発部　部長
(兼)同事業部　第二サービス本部
第一サービス部　担当部長

河村　利史



▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
第一システム部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
プラットフォームソリューション部　部長

吉原　淳

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
第一システム部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
プラットフォームソリューション部　担当部長

坂本　文雄

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
第二システム部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
プラットフォームソリューション部　担当部長

藤田　直生

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　ビジネスアウトソーシング部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第二サービス本部　第二サービス部　部長

川村　良隆

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　ビジネスアウトソーシング部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
新規ビジネス推進部　事業開発グループ　主任技師

小林　司

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
システム本部　ビジネスアウトソーシング部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第二サービス本部　第一サービス部　部長

田中　達也

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　システム本部
ファイシリティ＆ネットワーク部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　第一サービス本部
ファシリティ＆ネットワークソリューション部　部長

逢坂　文博

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　本部長
(兼)同本部　金融端末サービス部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第三サービス本部　金融端末部　部長

垣原　哲郎

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部　サービス本部
アドバンスドサービス部　部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第一サービス本部　第一サービス部　担当部長

福園　優

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　アドバンスドサービス部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第一サービス本部　第一サービス部　担当部長

木村　佳津雄

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　アドバンスドサービス部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第二サービス本部　第一サービス部　担当部長

林田　潤

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　アドバンスドサービス部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第二サービス本部　第二サービス部　担当部長

原田　広精

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　金融端末サービス部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第三サービス本部　金融端末部　担当部長

松田　宏行

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
サービス本部　金融端末サービス部　担当部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第三サービス本部　金融端末ソリューション部　部長

桧物　信作

▽金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
ＡＴＭクラウドサービスプロジェクト　本部長

金融事業グループ
金融プラットフォーム事業部
第三サービス本部　本部長
(兼)同事業部
ＡＴＭクラウドサービスプロジェクト　本部長

岡　隆司

＜産業・流通事業グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽常務執行役員
(兼)産業・流通事業グループ　グループ長

常務執行役員
(兼)産業・流通事業グループ　グループ長
(兼)同グループ　グローバル事業推進本部　本部長

抜井　一成

▽常務執行役員
(兼)産業・流通事業グループ　副グループ長

㈱日立製作所 奥出　聡

▽執行役員
(兼)産業・流通事業グループ　副グループ長
(兼)同グループ
産業・流通プラットフォーム事業部　事業部長

執行役員
(兼)サービス・ソリューション事業統括本部　統括本部長

森川　一信



▽産業・流通事業グループ
産業事業企画本部　第一事業企画部　担当部長

経営戦略統括本部
研究開発本部　事業開発センタ　主管研究員

田元　秀明

▽産業・流通事業グループ
産業事業企画本部　第一事業企画部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業事業企画本部　第一事業企画部　担当部長
(兼)グローバル事業統括本部
中国事業推進本部　担当部長

山方　茂

▽産業・流通事業グループ
産業パッケージ開発本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部　第一設計部　部長

木野　雅司

▽産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　第一営業本部　本部長
(兼)同グループ　グローバル事業推進本部　副本部長
(兼)同本部　アジア事業推進センタ　センタ長

沼崎　敦雄

▽産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部　副本部長

㈱日立製作所 家近　啓吾

▽産業・流通事業グループ　グローバル事業推進本部
本部員

産業・流通事業グループ　グローバル事業推進本部
本部員
(兼)グローバル事業統括本部
中国事業推進本部　担当部長

藤本　昌也

▽産業・流通事業グループ　グローバル事業推進本部
本部員

産業・流通事業グループ　グローバル事業推進本部
アジア事業推進センタ　センタ員

藤本　勝則

▽産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部
アジア事業推進センタ　センタ長

産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部
クラウド推進センタ　センタ長

高木　秀記

▽産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部
アジア事業推進センタ　センタ員

産業・流通事業グループ
グローバル事業推進本部
クラウド推進センタ　センタ員

國安　昭夫

▽産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　統括本部長
(兼)同統括本部　第一営業本部　本部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部クラウド事業推進本部　副本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　統括本部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　副本部長

栗原　浩

▽産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第一営業本部　第一営業部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第一営業本部　市場開発営業部　部長

肥後　淳一

▽産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第一営業本部　第二営業部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　第一営業本部
クラウドソリューション開発営業部　部長

長谷川　淳

▽産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第三営業本部　第二営業部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第三営業本部　第二営業部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

山脇　信彦

▽産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第五営業本部　第二営業部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　第五営業本部
第二営業部　第一グループ　部長代理

小林　彰秀

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部　事業部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部　事業部長

菅谷　博幸

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部　主管技師長
(兼)経営管理統括本部
プロジェクトマネジメント統括推進本部　主管技師長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部　主管技師長
(兼)経営管理統括本部
プロジェクト統括・ナレッジ開発本部　主管技師長

加茂　雅俊

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部　本部長

新井　修次



▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　第一設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部
第一設計部　第五グループ　主任技師

村越　覚

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部　第二設計部　部長

菅生　肇

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部　第二設計部　担当部長

佐藤　信悟

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　第三設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　第二システム部　部長

徳田　充司

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第一システム本部　第三設計部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　第二システム部　担当部長

河内　健

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第二システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第二システム本部　本部長

渡具知　聡

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第二システム本部　第一設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第二システム本部　第一設計部　部長

加藤　敏朗

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第二システム本部　第二設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　第一システム部　部長

柿崎　明夫

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第二システム本部　Ｖソリューション設計部　部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウドサービス本部
基盤開発部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第二システム本部　Ｖソリューション設計部　部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣサービス本部
基盤サービス部　担当部長

大江　伸登

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部　本部長
(兼)同本部　ＢＩ事業推進部　部長

北岡　猶久

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　シニアコンサルタント

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部　シニアコンサルタント

大川原　文明

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　シニアコンサルタント

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部　シニアコンサルタント

児玉　猛

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　担当部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部　担当部長

森山　将治

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第一システム部　部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
ビジネステクノロジ事業推進部　部長

三寺　誠一

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部
第一システム部　チーフコンサルタント

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
ビジネステクノロジ事業推進部　チーフコンサルタント

六角　朗

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第二システム部　部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
ＡＭＯ事業推進部　部長

宮崎　隆太

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第二システム部　担当部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
ＡＭＯ事業推進部　担当部長

金井　知一



▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第三システム部　部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
第一システム部　部長

水島　英一

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第三システム部　担当部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
第一システム部　担当部長

中村　一郎

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第四システム部　部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
第二システム部　部長

飯田　剛

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第四システム部　担当部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
ＢＩ事業推進部　担当部長

石橋　政一郎

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第四システム部　担当部長

㈱日立国際ビジネス 佐藤　秀昭

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部
第四システム部　チーフコンサルタント

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
第二システム部　チーフコンサルタント

佐藤　豊

▽産業・流通事業グループ
産業情報サービス事業部
第三システム本部　第五システム部　部長

産業・流通事業グループ
ビジネス・イノベーション事業部
エンタープライズソリューション本部
第一システム部　第二グループ　主任技師

中井　久義

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部　事業部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部　副事業部長
(兼)同事業部　流通第三システム本部　本部長

桑原　俊夫

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部　副事業部長
(兼)同事業部　第一システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第二システム本部　本部長

志村　哲也

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　担当部長

岩崎　茂夫

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　担当部長

植松　優

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第一システム本部　第一設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第二システム本部　第一設計部　部長

相馬　信秋

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第一システム本部　第二設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第二システム本部　第二設計部　部長

真弓　浩

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部　第一システム本部
第二設計部　チーフコンサルタント

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部　流通第二システム本部
第二設計部　チーフコンサルタント
(兼)同グループ　スマートビジネス推進本部
チーフコンサルタント

布谷　誠

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第一システム本部　本部長
(兼)同本部　第一設計部　部長

田中　靖彦

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第一システム本部　担当部長

川勝　伸



▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　第一設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第一システム本部　第一設計部　担当部長

田中　隆之

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　第一設計部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第一システム本部　第一設計部　担当部長

三浦　義礼

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　第二設計部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　第三システム部　部長

中島　毅

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第二システム本部　第二設計部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
流通第三システム本部　第三システム部　担当部長

片山　雅義

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第三システム本部　本部長
(兼)同本部　プロセスシステム一部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第三システム本部　プロセスシステム部　部長

青池　文雄

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第三システム本部　主管技師長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第三システム本部　本部長

西村　健

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第三システム本部
統合アウトソーシングサービス部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第三システム本部
統合アウトソーシングサービス部　部長

八木下　賢

▽産業・流通事業グループ
流通情報サービス事業部
第三システム本部　プロセスシステム二部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部
産業第一システム本部　第三設計部　部長

今井　朗

＜サプライ・ディストリビューション事業部＞
異動後 異動前 氏名

▽サプライ・ディストリビューション事業部
計画部　部長
(兼)同事業部　設計部　部長

サプライ・ディストリビューション事業部
ディストリビューションサービスセンタ　センタ長
(兼)同事業部　設計部　部長

増子　孝志

▽サプライ・ディストリビューション事業部
計画部　担当部長

サプライ・ディストリビューション事業部
ディストリビューションサービスセンタ　担当部長

吉川　尚輝

▽サプライ・ディストリビューション事業部
営業部　部長
(兼)マネージドサービス事業グループ
マネージドサービス営業本部　担当部長

サプライ・ディストリビューション事業部
営業部　部長

有江　茂己

▽サプライ・ディストリビューション事業部
ディストリビューションサービスセンタ　センタ長

サプライ・ディストリビューション事業部
計画部　部長

石川　正義

▽サプライ・ディストリビューション事業部
ディストリビューションサービスセンタ　担当部長

サプライ・ディストリビューション事業部
ディストリビューションサービスセンタ
第三グループ　部長代理

小林　修



＜東日本地域グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽執行役員
(兼)東日本地域グループ　グループ長

㈱北海道日立システムズ 矢田　隆宏

▽東日本地域グループ　東日本事業統括部　担当部長 東日本地域グループ　東日本事業企画部　担当部長 大野　栄次

▽東日本地域グループ　東北支社　副支社長
(兼)同グループ
東北支社震災復興支援プロジェクト　本部長
(兼)同グループ　東北支社　営業本部　本部長

東日本地域グループ　東北支社　副支社長
(兼)同グループ
東北支社震災復興支援プロジェクト　本部長
(兼)同グループ　東北支社　営業本部　本部長
(兼)同本部　営業部　部長

宮川　亨

▽東日本地域グループ　東北支社　主管技師長
(兼)同グループ　東北支社　システム部　部長

東日本地域グループ
東北支社　サービス本部　本部長
(兼)同本部　サービス部　部長

寺田　稔

▽東日本地域グループ
東北支社　営業本部　営業部　部長

東日本地域グループ
東北支社　営業本部　営業部
第二グループ　部長代理

澤畑　尚人

▽東日本地域グループ
東北支社　システム部　担当部長

東日本地域グループ
東北支社　営業本部　営業部　担当部長

亀岡　基紹

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　支社長

西日本地域グループ
中部支社　支社長

石澤　俊一

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　営業本部　本部長
(兼)同本部　公共営業部　部長

東日本地域グループ
関東支社　営業本部　本部長
(兼)同本部　公共営業部　部長

篠崎　哲

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　営業本部　産業・流通営業部　部長

東日本地域グループ
関東支社　営業本部　産業・流通営業部　部長

桑山　裕一

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　営業本部　産業・流通営業部　担当部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部　第五営業本部　担当部長

飯田　均

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　営業本部　産業・流通営業部　担当部長

東日本地域グループ
関東支社　営業本部　産業・流通営業部　担当部長

鹿島　孝男

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　システム本部　本部長

東日本地域グループ
関東支社　システム本部　本部長

松森　一成

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　システム本部
第一システム部　部長
(兼)同グループ
東北支社震災復興支援プロジェクト　担当部長

東日本地域グループ
関東支社　システム本部
第一システム部　部長
(兼)同グループ
東北支社震災復興支援プロジェクト　担当部長

次田　智之

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　システム本部
第一システム部　担当部長

東日本地域グループ
関東支社　システム本部
第一システム部　担当部長

小池　博明

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　システム本部
第二システム部　部長

東日本地域グループ
関東支社　システム本部
第二システム部　部長

斎藤　伸宏

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　システム本部
第二システム部　担当部長

東日本地域グループ
関東支社　システム本部
第二システム部　担当部長

畠山　秀一



▽東日本地域グループ
関東甲信越支社　サービス本部　本部長

東日本地域グループ
関東支社　サービス本部　本部長

亀坂　亮

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社
サービス本部　北関東支店　支店長

東日本地域グループ
関東支社
サービス本部　北関東支店　支店長

藤本　明弘

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社
サービス本部　千葉支店　支店長

東日本地域グループ
関東支社
サービス本部　千葉支店　支店長

岩木呂　洋一

▽東日本地域グループ
関東甲信越支社
サービス本部　茨城支店　支店長

東日本地域グループ
関東支社
サービス本部　茨城支店　支店長

熊谷　豊

▽東日本地域グループ
神奈川支社　支社長
(兼)同支社　営業本部　本部長

東日本地域グループ
横浜支社　支社長
(兼)同支社　営業本部　本部長

安田　真規

▽東日本地域グループ
神奈川支社　営業本部　営業部　部長

東日本地域グループ
横浜支社　営業本部　営業部　部長

川本　竹美

▽東日本地域グループ
神奈川支社　営業本部　営業部　担当部長

東日本地域グループ
横浜支社　営業本部　営業部　担当部長

石田　佳之

▽東日本地域グループ
神奈川支社　サービス本部　本部長
(兼)同本部　第二サービス部　部長

東日本地域グループ
横浜支社　サービス本部　本部長
(兼)同本部　システム部　部長

宮下　修作

▽東日本地域グループ
神奈川支社　サービス本部　主管技師

東日本地域グループ
横浜支社　サービス本部　主管技師

横山　和幸

▽東日本地域グループ
神奈川支社　サービス本部　システム部　部長

公共・社会事業グループ
公共プラットフォーム事業部　サービス本部
システム部　第二グループ　主任技師

福丸　竜也

▽東日本地域グループ
神奈川支社　サービス本部　第一サービス部　部長

東日本地域グループ
横浜支社　サービス本部　第一サービス部　部長
(兼)同本部　第二サービス部　部長

小池　浩次

＜西日本地域グループ＞
異動後 異動前 氏名

▽西日本地域グループ　事業主管
西日本地域グループ　事業主管
(兼)同グループ　福祉システム営業本部　本部長

国分　一彦

▽西日本地域グループ
西日本事業企画本部　西日本企画部　部長

経営戦略統括本部
研究開発本部　主管研究員

新宮　徹也

▽西日本地域グループ
西日本事業企画本部　西日本企画部　担当部長

西日本地域グループ
西日本事業企画本部　フィールド管理部　部長

久家　裕和

▽西日本地域グループ
西日本事業企画本部　営業企画部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部
拡販推進部　担当部長

西日本地域グループ
西日本事業企画本部　営業企画部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部　クラウド・ＤＣ事業推進本部
拡販推進部　担当部長

江口　隆広

▽西日本地域グループ
福祉システム営業本部　本部長
(兼)同グループ　西日本事業企画本部　本部主管

産業・流通事業グループ
産業パッケージ開発本部　本部長

間手原　昭人

▽西日本地域グループ
福祉システム営業本部　本部主管

西日本地域グループ
福祉システム営業本部　本部主管
(兼)同本部　第二営業部　部長

田中　正太



▽西日本地域グループ
福祉システム営業本部　第二営業部　部長

西日本地域グループ
福祉システム営業本部　第二営業部　部長代理

望月　創史

▽西日本地域グループ
中部支社　支社長

西日本地域グループ
中部支社　営業本部　本部長

田中　泰裕

▽西日本地域グループ
中部支社　営業本部　本部長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部　第二営業本部　本部長

堀谷　敦

▽西日本地域グループ
中部支社　営業本部　公共営業部　部長

西日本地域グループ
中部支社　営業本部　公共営業部　担当部長

島崎　弘康

▽西日本地域グループ
中部支社　営業本部　公共営業部　担当部長

西日本地域グループ
中部支社　営業本部　公共営業部　部長

小島　一芝

▽西日本地域グループ
中部支社　営業本部　流通第一営業部　主管

西日本地域グループ
中部支社　営業本部　流通第二営業部　主管

末本　康隆

▽西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　本部長

西日本地域グループ
中国支社　システム本部　本部長

猪原　邦彦

▽西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　担当部長

西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第二設計部　担当部長

鈴木　敬二郎

▽西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第二設計部　担当部長

西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第一設計部　担当部長

佐々木　誠治

▽西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第二設計部　担当部長

西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第三設計部　担当部長

山越　正敬

▽西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第三設計部　担当部長

西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　第三設計部　主管技師

中嶋　一雄

▽西日本地域グループ
中部支社　第二システム本部　主管

西日本地域グループ
中部支社　第二システム本部　第三設計部　主管

林　正明

▽西日本地域グループ
関西支社　地域ビジネス推進センタ　主管技師

西日本地域グループ
関西支社　地域ビジネス推進センタ　担当部長

向井　進

▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　本部長
(兼)同グループ　西日本公共営業推進本部　本部長

西日本地域グループ
西日本公共営業推進本部　本部長

堀田　誠

▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　公共営業部　部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　公共営業部　部長

舛友　修

▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　公共営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　公共営業部　担当部長

稲本　淳

▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　金融営業部　部長

産業・流通事業グループ
産業・流通営業統括本部
第五営業本部　第二営業部　部長

伊藤　嘉英

▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　金融営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　金融営業部　担当部長

最明　亮次



▽西日本地域グループ
関西支社　第一営業本部　金融営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　金融営業部　担当部長

河北　吉隆

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　本部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　流通営業部　部長

遠山　直克

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部
産業営業部　部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　産業営業部　部長

岸村　保男

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　産業営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部
産業営業部　第二グループ　部長代理

湯峯　健三

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　産業営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　産業営業部　担当部長

八木　学

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　流通営業部　部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部
流通営業部　第一グループ　部長代理

森脇　俊文

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　流通営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　金融営業部　担当部長

大野　貴紀

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部
ビジネスパートナ営業部　部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　ビジネスパートナ営業部　部長

湯浅　将司

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部
ビジネスパートナ営業部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部
ビジネスパートナ営業部　担当部長

浮田　耕三

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　クラウド営業推進部　部長
(兼)同本部　産業営業部　担当部長
(兼)クラウドＩＣＴサービス事業グループ
クラウド統括本部　クラウド事業推進本部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　産業営業部　担当部長
(兼)クラウド・ＤＣ事業グループ
クラウド・ＤＣ統括本部
クラウド・ＤＣ事業推進本部　担当部長

中田　龍二

▽西日本地域グループ
関西支社　第二営業本部　クラウド営業推進部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部
ビジネスパートナ営業部　担当部長

松本　一敏

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部　本部長

西日本地域グループ
中部支社　第一システム本部　本部長

筒井　信博

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部
アプリケーション設計部　部長

西日本地域グループ
関西支社　システム本部
流通設計部　担当部長

岡田　好幸

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部
アプリケーション設計部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　システム本部
流通設計部　担当部長

柴田　英博

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部
ＥＲＰ設計部　部長

西日本地域グループ
関西支社　システム本部
産業第一設計部　部長

田中　啓喜

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部
金融・ビジネス設計部　部長

西日本地域グループ
関西支社　システム本部
産業第二設計部　部長

辻　寛

▽西日本地域グループ
関西支社　システム本部
金融・ビジネス設計部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　システム本部
流通設計部　部長

田口　満雄

▽西日本地域グループ
関西支社　第二サービス本部　担当部長

西日本地域グループ
関西支社　営業本部　金融営業部　部長

高比良　正明



▽西日本地域グループ
中国支社　支社長

公共・社会事業グループ
公共・社会営業統括本部
第三営業本部　本部長

藤原　浩郎

▽西日本地域グループ
中国支社　営業本部　本部長

西日本地域グループ
中国支社　営業本部　本部長
(兼)同本部　山口支店　支店長

古賀　良治

▽西日本地域グループ
中国支社　営業本部　岡山支店　支店長

西日本地域グループ
中国支社　営業本部　担当部長

浪瀬　博信

▽西日本地域グループ
中国支社　営業本部　山口支店　支店長

西日本地域グループ
中国支社　営業本部　岡山支店　支店長

山下　宜哉

▽西日本地域グループ
中国支社　システム本部　本部長

産業・流通事業グループ
産業・流通情報サービス事業部　事業部員

川原　正行

▽西日本地域グループ
中国支社　システム本部　第一設計部　部長

西日本地域グループ
中国支社　システム本部　第一設計部　担当部長

青木　聡

▽西日本地域グループ
中国支社　システム本部　第一設計部　担当部長

西日本地域グループ
中国支社　システム本部　第一設計部　部長

玖村　五郎

以　上


