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  平成 28年３月 30日 

各  位 

東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 1 1 番 ２ 号 

コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一   

問い合わせ先 

電 話 番 号 

取締役経営管理本部長 細川 琢夫 

 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

組織変更、人事異動および子会社代表取締役の交代に関するお知らせ 

 

 

 当社ならびに当社の連結子会社であるコムチュアマーケティング株式会社、及びコムチュアネットワーク株

式会社は、平成 28年３月 30日開催の取締役会において、下記の通り、組織変更および人事異動を行うことを

決定いたしましたのでお知らせいたします。また、子会社の代表取締役の交代につきましてもあわせて決定い

たしましたのでお知らせいたします。 

                        記 

＜コムチュア株式会社＞ 

１．組織変更 

① ビジネス拡大のため、三つの事業本部の組織を再編いたします。 

・第一事業本部においては、クラウドソリューション本部、金融ソリューション本部ともその陣容

を拡大し、ビジネスの範囲を拡げてまいります。 

・第二事業本部においては、本部組織を再編し、お客様に密着したグループウェアソリューション

の提供と広範なビジネス展開を行います。 

・第三事業本部においては、システムソリューション本部を二部体制とし、ＥＲＰソリューション

を含むよりきめの細かい顧客対応を図ってまいります。 

② ビッグデータおよび AI関連ビジネス拡大のため、事業統括本部直下にビッグデータ・AI事業推進

室を設けます。 

③ 営業力強化のため、事業統括本部に営業推進室を新設いたします。 

④ 事業拡大を着実に実施していくために、間接部門においては、経営管理統括本部、リソース・品質

管理統括本部の二つの統括本部を設け、経営と密着した支援体制を敷きます。 

 

２．人事異動(平成 28年４月 1日付) 

取締役・執行役員・事業本部長・本部長・部長・室長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

常務取締役 事業統括本部長 

兼第三事業本部長 

兼第三事業本部 システムソリューショ

ン本部長 

兼事業統括本部 ビッグデータ・AI事業

推進室長 

兼コムチュアマーケティング（株）代表

取締役社長 

兼日本ブレインズウエア（株）取締役 

常務取締役 事業統括本部長 

兼コムチュアマーケティング（株）代表

取締役社長 

兼日本ブレインズウエア（株）取締役 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

細川 琢夫 

(ﾎｿｶﾜ ﾀｸｵ） 

取締役 経営管理統括本部長 

兼経営管理本部長 

兼コムチュアネットワーク（株）取締役 

取締役 経営管理本部長 

兼経営企画部長 

兼コムチュアネットワーク（株）取締役 

吉野 真純 

(ﾖｼﾉ ﾏｽﾐ) 
執行役員 第一事業本部長 

執行役員 第一事業本部長 

兼第一事業本部 クラウドソリューショ

ン本部長 

丹羽 聡 

(ﾆﾜ ｻﾄｼ） 
執行役員 第二事業本部長 執行役員 第三事業本部長 

二村 修 

(ﾆﾑﾗ ｵｻﾑ) 

執行役員 リソース・品質管理統括本部

長 
新任 

中谷 隆太 

(ﾅｶﾀﾆ ﾘｭｳﾀ） 

執行役員 第一事業本部 クラウドソリ

ューション本部長 

兼クラウドソリューション本部 クラウ

ドソリューション部長 

執行役員 第三事業本部 コラボレーシ

ョン本部長 

兼コラボレーション本部 コラボレーシ

ョン部長 

松井 健太 

(ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ) 

執行役員 第二事業本部 グループウェ

アソリューション本部長 

執行役員 第二事業本部 グループウェ

アソリューション本部長 

兼グループウェアソリューション本部 

グループウェアソリューション部長 

秋山 昌典 

(ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ) 

執行役員 第一事業本部 金融ソリュー

ション本部長 

執行役員 第一事業本部 金融ソリュー

ション本部長 

兼金融ソリューション本部 金融ソリュ

ーション第一部長 

兼金融ソリューション本部 ビッグデー

タ事業推進室長 

矢野 義雄 

(ﾔﾉ ﾖｼｵ) 

執行役員 経営管理統括本部 経理本部

長 

兼経理本部 営業管理部長 

兼コムチュアマーケティング（株）取締

役 

兼日本ブレインズウエア（株）取締役 

執行役員 経理本部長 

兼コムチュアマーケティング（株）取締

役 

兼日本ブレインズウエア（株）取締役 

森山 大輔 

(ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ) 

第二事業本部 コラボレーション本部長 

兼コラボレーション本部 コラボレーシ

ョン部長 

第三事業本部 コラボレーション本部 

コラボレーション部 第２グループ担当

部長 

大河原 篤 

(ｵｵｶﾜﾗ ｱﾂｼ) 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部 第４グルー

プ担当部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第四部長 

日本ブレインズウエア(株)東京営業本部 

第１グループ部長 

兼コムチュア(株)第一事業本部 金融ソ

リューション本部 金融ソリューション

第三部 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

髙橋 歩 

(ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ) 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン第一部長 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン部 第１グループリーダー 

佐多 祐輔 

(ｻﾀ ﾕｳｽｹ) 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン第二部長 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン部 第１グループ担当部長 

西川 淳一 

(ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ) 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン第三部長 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン部 第２グループ担当部長 

小松崎 貴裕 

(ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ) 

第三事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション第一部長 

第一事業本部 金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部 第１グルー

プ担当部長 

大柴 雅幸 

(ｵｵｼﾊﾞ ﾏｻﾕｷ) 

第三事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション第二部長 

第二事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション部マネー

ジャー 

佐藤 信祐 

(ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ) 
事業統括本部 営業推進室長 事業統括本部 マネージャー 

板倉 秀二 

(ｲﾀｸﾗ ﾋﾃﾞｼﾞ) 

経営管理統括本部 経営管理本部 経営

企画部長 
新任 

木原 直哉 

(ｷﾊﾗ ﾅｵﾔ) 

第一事業本部 クラウドソリューション

本部 クラウドソリューション部 第６

グループ担当部長 

第三事業本部 コラボレーション本部 

コラボレーション部 第４グループ担当

部長 

渡邉 進 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ) 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン第一部 第１グループ担当部長 

第二事業本部 グループウェアソリュー

ション本部 グループウェアソリューシ

ョン部 第１グループリーダー 

鈴木 将成 

(ｽｽﾞｷ ﾏｻﾅﾘ) 

第二事業本部 コラボレーション本部 

コラボレーション部 第２グループ 担

当部長 

第三事業本部 コラボレーション本部 

コラボレーション部 第１グループ長 

安藤 幸司 

(ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ) 

第三事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション第一部 

第１グループ担当部長 

第二事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション部 第１

グループ担当部長 

杉浦 臣光 

(ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾐﾂ) 

第三事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション第一部 

第２グループ担当部長 

第二事業本部 システムソリューション

本部 システムソリューション部 第２

グループ担当部長 

 

 

＜コムチュアマーケティング株式会社＞ 

１．組織変更(平成 28年４月 1日付) 

ビジネス拡大のため、マーケティング本部を新設いたします。 
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２．人事異動(平成 28年４月 1日付) 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

亀井 貴裕 

(ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ) 

コムチュア（株）執行役員 

兼コムチュアマーケティング（株）常務

取締役 マーケティング本部長 

兼マーケティング本部 マーケティング

営業部長 

コムチュア（株）執行役員 

兼コムチュアマーケティング（株）常務

取締役 マーケティング営業部長 

 

 

＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１．代表取締役交代(平成 28年４月 1日付) 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

大野 健 

(ｵｵﾉ ｹﾝ) 

コムチュア（株）代表取締役社長 

兼コムチュアネットワーク（株）代表取

締役社長 

兼日本ブレインズウエア（株）代表取締

役社長 

コムチュア（株）代表取締役社長 

兼コムチュアネットワーク（株）取締役 

兼日本ブレインズウエア（株）代表取締

役社長 

 なお、現在代表取締役社長の山口 正春は平成 28年３月 31日付で退任予定です。 

 

２．組織変更(平成 28年４月 1日付) 

迅速な業務促進ならびにビジネス拡大のため、組織を再編いたします。 

 

３．人事異動(平成 28年４月 1日付) 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

千歳 渉 

(ﾁﾄｾ ﾜﾀﾙ) 

執行役員 ICT事業本部 ICT第二サー

ビス本部長 

兼 ICT第二サービス本部 ICTサービス

部長 

執行役員 ICT事業本部 ICT第二サー

ビス本部長 

兼 ICT第一サービス本部 ICTサービス

部長 

兼 ICT第二サービス本部 ネットワーク

サービス部長 

山本 輝昭 

(ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｱｷ) 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 マ

ネージドサービス部長 

兼コムチュア（株）事業統括本部 オー

プンソースソフトウェア事業推進室長 

ICT事業本部 ICT第二サービス本部 マ

ネージドサービス部長 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

ICT事業本部 ICT第二サービス本部 

ネットワークサービス部長 

ICT事業本部 ICT第二サービス本部 

ネットワークサービス部 担当部長 

平島 玲二 

(ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ) 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 

マネージドサービス部 第１グループ担

当部長 

コムチュア（株）第一事業本部 金融ソ

リューション本部 金融ソリューション

第二部 第３グループ長 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 

マネージドサービス部 第２グループ担

当部長 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 

インテグレーションサービス部 第２グ

ループ長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

立木 匡史 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

ICT事業本部 ICT第二サービス本部 

ICTサービス部 第１グループ担当部長 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 

インテグレーションサービス部 第１グ

ループ長 

大森 陽一郎 

(ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁﾛｳ) 

ICT事業本部 ICT第二サービス本部 

ICTサービス部 第２グループ担当部長 

ICT事業本部 ICT第一サービス本部 

ICTサービス部 第１グループ長 

以 上 
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  平成 28年 4月 1日付 組織図 

ICT第二サービス本部

監査室

ICT事業本部 ICT第一サービス本部

ビッグデータ・AI事業推進室

マーケティング本部

営業管理部

総務部

ICTサービス部

マーケティング営業部

ネットワークサービス部

マネージドサービス部

クラウドソリューション本部 クラウドソリューション部

金融ソリューション本部 金融ソリューション第一部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

品質監理本部 品質監理部

経理本部 財務会計部

経営管理本部 経営企画部

情報システム部

人事総務本部 人事部

管理会計部

金融ソリューション第二部

金融ソリューション第三部

金融ソリューション第四部

第二事業本部 グループウェアソリューション本部 グループウェアソリューション第一部

グループウェアソリューション第二部

グループウェアソリューション第三部

コラボレーション本部 コラボレーション部

第三事業本部 システムソリューション本部 システムソリューション第一部

システムソリューション第二部

ERPソリューション部

営業推進室

オープンソースソフトウェア事業推進室

大阪営業所

日本ブレインズウエア(株）

コムチュアマーケティング株式会社

コムチュアネットワーク株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

会長 社長

社長

社長

コムチュア株式会社

経営管理統括本部

リソース・品質管理統括本部

事業統括本部 第一事業本部


