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2016 年 11月 30日 

各  位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生 

（コード番号 4812 東証第１部） 

問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫 

 （TEL. 03-6713-6160） 

 

組織機構改革、取締役の担当変更、執行役員の選任・執行業務の決定、 

ならびに管理職人事について 

 

当社は、2017 年 1 月 1 日付組織機構、取締役の担当、執行役員およびその執行業務、ならびに管理

職人事を以下のとおりとすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

＜組織機構改革＞ 

 

Ⅰ．部門レベルの組織改編 

 

 ｢営業推進本部」を新設する。 

 

Ⅱ．ユニット・部署の組織改編 

 

 直轄ユニットとして、エンジニアリングソリューションセグメント下に「先端技術推進室」を新

設する。 

 

１． 2020 テクノロジー＆ビジネス開発室 

 「因果分析ビジネス推進部」を新設する。 

 

２． 戦略ビジネス推進本部 

 データサイエンス・イニシアティブ・ユニットおよびビジネス推進・イニシアティブ・ 

ユニットを廃止する。 

 

(1) 部門直轄 

· データサイエンス 1部を「データサイエンス部」に改称する。 

· データサイエンス 2部を「インダストリアル・ビッグデータ部」に改称する。 

· データサイエンス 3部を「インダストリアル・インターネット部」に改称する。 

· 新規事業開発室を「新規事業開発部」に改称する。 
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３． 営業推進本部（新設） 

 「営業統括ユニット」を新設する。 

 

(1) 部門直轄 

· 戦略ビジネス推進本部 データサイエンス・イニシアティブ・ユニットからデータサイ

エンス営業推進部を移管し、「インダストリアル・ビッグデータ営業推進部」とする。 

 

(2) 営業統括ユニット（新設） 

· 戦略ビジネス推進本部 ビジネス推進・イニシアティブ・ユニットから営業統括室を移

管する。 

 

４． グローバルビジネス推進本部 

(1) 部門直轄 

· 「グローバルビジネス統括部」を新設する。 

· グローバル事業推進部を「グローバルビジネス推進部」に改称する。 

· グローバル事業開発部を廃止する。 

 

５． 金融ソリューション事業部 

 「DXビジネスユニット」（※）を新設する。 

※DX：デジタルトランスフォーメーションの略 

 決済ソリューションユニットを廃止する。 

 

(1) 部門直轄 

· 「リソース＆プロジェクトマネジメント部」を新設する。 

  

(2) DX ビジネスユニット（新設） 

· 事業部直轄部署の金融事業開発部を移管する。 

· グローバルアカウントビジネス第 2ユニットからグローバルテクノロジービジネス部

を移管し、「DXコンサルティング部」とする。 

 

(3) グローバルアカウントビジネス第 2ユニット 

· 営業部を「営業 1部」に改称する。 

· 決済ソリューションビジネスユニットから決済ソリューション営業部、決済ソリューシ

ョン 1・2部を移管し、それぞれ「営業 2部」、「クライアントソリューション部」、 

「決済ソリューション部」とする。 

 

６． ビジネスソリューション事業部 

(1) HCM ソリューションユニット 

· 「HCM製品企画開発部」（※）を新設する。 
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※HCM：Human Capital Management の略 

 

(2) エンタープライズソリューション営業ユニット 

· SCMソリューション企画室を「エンタープライズソリューション事業開発室」に改称す

る。 

 

(3) エンタープライズソリューションコンサルティングユニット 

· 「グループ経営コンサルティング 5部」を新設する。 

 

７． エンジニアリングソリューション事業部 

(1) 営業第 1ユニット 

· 事業部直轄部署のソリューション・イニシアティブ推進室、および営業第 2ユニットの

営業企画部を営業第 1ユニットに移管するとともに、戦略営業推進部と統合し、「営業

企画部」とする。 

· ES 営業 1部を「ES H&E営業部」（※）に改称する。 

※H&E：High Technology & Electronicsの略 

· 中部支社から ES中部営業部を移管する。 

 

(2) 営業第 2ユニット 

· ES東日本営業部を「ES東日本営業 1部」に改称する。 

· 営業第 1ユニットから、ES 営業 2部、ESソリューション営業部を移管し、それぞれ 

「ES東日本営業 2部」、「ES東日本ソリューション営業部」とする。 

 

(3) ES 技術ユニット 

· 「ES技術 3部」を新設する。 

· 営業第 2ユニットから CAE営業推進部を移管し、「ES CAE技術部」とする。 

· 西日本技術部を分割し、「ES 中部技術部」「ES関西技術部」とする。 

 

(4) 戦略技術ユニット 

· 営業第 1ユニットから製品企画推進部を移管し、「製品企画部」とする。 

 

８． オートモーティブ事業部 

 営業ユニットを「東日本オートモーティブ営業ユニット」に改称する。 

 第 1技術ユニットを「オートモーティブ第 1技術ユニット」に改称する。 

 第 2技術ユニットを「オートモーティブ第 2技術ユニット」に改称する。 

 第 3技術ユニットを「オートモーティブ第 3技術ユニット」に改称する。 

 

(1) オートモーティブ第 1技術ユニット（第 1技術ユニットから改称） 

· CAE技術部を「CAE/SE技術部」（※）に改称する。 

※CAE/SE：Computer Aided Engineering / Systems Engineeringの略 
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(2) オートモーティブ第 3技術ユニット（第 3技術ユニットから改称） 

· 広島技術 1部および広島技術 2部を統合し、「広島技術部」とする。 

 

(3) ソリューション企画推進ユニット 

· ソリューション推進部およびソリューション企画部を再編し、「ソリューション企画推

進部」、「VR ソリューション部」とする。 

 

９． 先端技術推進室（新設） 

 「技術 1部」、「技術 2部」、「戦略企画部」を新設する。 

 

１０． コミュニケーション IT事業部 

 営業ユニットを「事業推進ユニット」に改称する。 

 

(1) 部門直轄 

· CITアジアビジネス開発部を「アジアビジネス開発部」に改称する。 

 

(2) 事業推進ユニット（営業ユニットから改称） 

· IS営業推進部および営業推進部を統合し、「コミュニケーション IT営業部」とする。 

· 「アライアンス推進部」を新設する。 

· 「MITコンサルティング部」（※）を新設する。 

※MIT：Marketing ITの略 
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＜取締役の担当変更および執行役員人事＞ 

2017 年 1月 1日付取締役の担当、執行役員および執行業務を以下のとおりとする。 

 

【】内は執行役員役位。執行役員の任期は 2017年 1月 1日から 12月 31日までとする。 

氏名 新職 現職 

釜井 節生 

代表取締役社長 

【最高経営責任者兼最高執行責任者】(再任) 

代表取締役社長 

【最高経営責任者兼最高執行責任者】 

 

福山 章弘 

取締役 

【副社長執行役員】(再任) 

営業統括 

エンジニアリングソリューションセグメント長 

戦略ビジネス推進本部、 

営業推進本部担当 

取締役 

【副社長執行役員】 

営業統括 

エンジニアリングソリューションセグメント長 

戦略ビジネス推進本部、 

グローバルビジネス推進本部担当 

市川 建志 

取締役 

【専務執行役員】(再任) 

ビジネスソリューションセグメント長 

(株式会社 ISID アドバンストアウトソーシング 

代表取締役社長) 

取締役 

【専務執行役員】 

ビジネスソリューションセグメント長 

(株式会社 ISID アドバンストアウトソーシング 

代表取締役社長) 

上原 伸夫 

取締役 

【専務執行役員】(再任) 

管理統括、グループ会社統括 

経営企画本部、統合リスク管理室、 

グローバルビジネス推進本部、支社担当 

(株式会社 ISIDアシスト代表取締役社長) 

取締役 

【専務執行役員】 

管理統括、グループ会社統括 

経営企画本部、統合リスク管理室担当 

(株式会社 ISIDアシスト代表取締役社長) 

梅沢 幸之助 

取締役 

【常務執行役員】(再任) 

開発・技術統括 

管理本部、技術本部担当 

(株式会社 ISIDエンジニアリング代表取締役) 

取締役 

【常務執行役員】 

開発・技術統括 

管理本部、技術本部担当 

(株式会社 ISIDエンジニアリング代表取締役) 

吉本 敦 

取締役 

【常務執行役員】(再任) 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

戦略ビジネス推進本部担当補佐 

(株式会社アイティアイディコンサルティング 

代表取締役社長) 

(株式会社エステック代表取締役) 

取締役 

【常務執行役員】 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

(株式会社アイティアイディコンサルティング 

代表取締役社長) 

(株式会社エステック代表取締役) 

小林 明 

取締役  

【常務執行役員】(再任) 

金融ソリューションセグメント長 

グローバルビジネス推進本部担当補佐 

取締役  

【常務執行役員】 

金融ソリューションセグメント長 

グローバルビジネス推進本部担当補佐 

森岡 泰郎 

取締役 

【常務執行役員】(再任) 

営業統括補佐 

コミュニケーション ITセグメント長 

2020テクノロジー＆ビジネス開発室担当 

取締役 

【常務執行役員】 

営業統括補佐 

コミュニケーション ITセグメント長 

2020テクノロジー＆ビジネス開発室担当 
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氏名 新職 現職 

小谷 繁弘 

【上席執行役員】（再任） 

ビジネスソリューション事業部長 

【上席執行役員】 

ビジネスソリューション事業部長 

 

菅沼 重行 

【上席執行役員】（再任） 

中国統括 

（上海電通信息服務有限公司 董事長） 

（Chairman of the Board, Director/ 

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.） 

【上席執行役員】 

中国統括 

（上海電通信息服務有限公司 董事長） 

（Chairman of the Board, Director/ 

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.） 

齋藤 実 

【上席執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT セグメント長補佐 

兼 2020テクノロジー＆ビジネス開発室長 

兼因果分析ビジネス推進部長 

【上席執行役員】 

コミュニケーション IT事業部長 

兼 2020テクノロジー＆ビジネス開発室長 

八重樫 真樹 

【上席執行役員】（再任） 

管理本部長 

兼健康管理室長 

【上席執行役員】 

管理本部長 

名和 亮一 

【上席執行役員】（昇任） 

エンジニアリングソリューション事業部長 

 

【執行役員】 

エンジニアリングソリューション事業部長 

兼中部支社長 

佐々木 英夫 

【上席執行役員】（新任） 

経営企画本部付 

株式会社 ISID インターテクノロジー出向 

（株式会社 ISIDインターテクノロジー 

代表取締役社長） 

 

経営企画本部付 

株式会社 ISID インターテクノロジー出向 

（株式会社 ISIDインターテクノロジー 

代表取締役社長） 

海野 慎一 

【執行役員】（再任） 

オートモーティブ事業部長 

兼豊田支社長 

【執行役員】 

オートモーティブ事業部長 

兼営業ユニット長 兼豊田支社長 

阿部 公継 

【執行役員】（再任） 

技術本部長 

【執行役員】 

技術本部長 兼開発技術部長 

 

大金 慎一 

【執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT事業部長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

伊東 洋 

【執行役員】（再任） 

営業推進本部長 

 

【執行役員】 

グローバルビジネス推進本部長 

兼アセアン統括 

（Chairman of the Board, Director/ 

 ISI-Dentsu South East Asia Pte.Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  ISID South East Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  PT. ISID Indonesia） 

太田 悟 

【執行役員】（再任） 

アセアン統括補佐 

（Managing Director/ISID South East 

  Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

【執行役員】 

アセアン統括補佐 

（Managing Director/ISID South East 

  Asia（Thailand）Co., Ltd.） 
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氏名 新職 現職 

武田 正利 

【執行役員】（再任） 

エンジニアリングソリューション 

セグメント長補佐 

兼先端技術推進室長 

（株式会社 ISIDエンジニアリング 

代表取締役社長） 

【執行役員】 

エンジニアリングソリューション 

セグメント長補佐 

（株式会社 ISIDエンジニアリング 

代表取締役社長） 

石若 仁 

【執行役員】（再任） 

金融ソリューション事業部長 

兼金融事業管理部長 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

兼金融事業管理部長 

山坂 勝己 

【執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

兼基幹系ユニット長 

兼プライベートクラウド開発部長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット長 

兼プライベートクラウド開発部長 

柳井 直人 

【執行役員】（再任） 

グローバルビジネス推進本部長 

兼アセアン統括 

（Chairman of the Board, Director/ 

 ISI-Dentsu South East Asia Pte.Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  ISID South East Asia（Thailand）Co., Ltd.） 

（Chairman of the Board, Director/ 

  PT. ISID Indonesia） 

【執行役員】 

グローバルビジネス推進本部 

本部長補佐 

兼グローバル事業開発部長 

 

 

 

（注）統括業務の役割は、以下のとおり。  
  

①営業統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける顧客とのリ

レーションの維持・拡大等、営業活動全般を統括する。 

②管理統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に

関する事項を統括する。 

③グループ会社統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に

関する事項を統括する。 

④開発・技術統括 グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける技術部門の

要員等の技術リソースについて、その最適化を統括する。 

⑤中国統括 当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服

務有限公司及び ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事

項を統括する。 

⑥アセアン統括 当社グループのアセアン地域での事業を統括するとともに、ISI-Dentsu 

South East Asia Pte. Ltd.、ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.、

および PT. ISID Indonesia の経営管理に関する事項を統括する。 
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＜管理職人事＞ 

2017 年 1月 1日付管理職人事を以下のとおりとする。 

 

１．技術本部 

氏名 新職 現職 

中村 年宏 

技術本部 

開発技術部長 

 

－ 

 

 

 

２．戦略ビジネス推進本部 

氏名 新職 現職 

幸坂 知樹 

戦略ビジネス推進本部長 戦略ビジネス推進本部長 

兼データサイエンス・イニシアティブ･ユニット長 

兼コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

土屋 尚友 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス部長 

 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス･イニシアティブ･ユニット 

データサイエンス 1部長 

大西 盛豊 

戦略ビジネス推進本部 

インダストリアル・ビッグデータ部長 

 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス･イニシアティブ･ユニット 

データサイエンス 2部長 

 

芝田 潤 

戦略ビジネス推進本部 

インダストリアル・インターネット部長 

 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス･イニシアティブ･ユニット 

データサイエンス 3部長 

 

田仲 浩 

戦略ビジネス推進本部 

新規事業開発部長 

戦略ビジネス推進本部  

ビジネス推進･イニシアティブ・ユニット 

新規事業開発室長 

 

 

３．営業推進本部 

氏名 新職 現職 

達家 浩一 

営業推進本部 

営業統括ユニット長 

戦略ビジネス推進本部  

ビジネス推進･イニシアティブ・ユニット長 

兼営業統括室長 

冨岡 広 

営業推進本部 

インダストリアル・ビッグデータ営業推進部長 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス･イニシアティブ･ユニット 

データサイエンス営業推進部長 

田中 潤一郎 

営業推進本部 

営業統括ユニット 

営業統括室長 

ビジネスソリューション事業部  

ソリューション開発ユニット 

SIコンサルティング 1部長 
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４．グローバルビジネス推進本部  

氏名 新職 現職 

森 猛 

グローバルビジネス推進本部 

グローバルビジネス統括部長 

 

－ 

 

 

５．金融ソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

平林 昌樹 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

兼リソース＆プロジェクトマネジメント部長 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

佐藤 秀樹 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット長 

小原 武史 

金融ソリューション事業部 

DXビジネスユニット長 

 

金融ソリューション事業部 

金融事業開発部長 

平島 剛 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット長 

兼営業 1部長 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット長 

兼営業部長 

伊藤 千恵 

金融ソリューション事業部  

DXビジネスユニット 

金融事業開発部長 

－ 

田中 祐輔 

金融ソリューション事業部  

DXビジネスユニット 

DXコンサルティング部長 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

グローバルテクノロジービジネス部長 

久永 真介 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

営業 2部長 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット 

決済ソリューション営業部長 

小田 敬仁 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

クライアントソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット 

決済ソリューション 2部長 

片岡 健也 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

決済ソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット 

決済ソリューション 1部長 

 

 

６．ビジネスソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

飯島 義崇 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業ユニット長 

兼エンタープライズソリューション事業開発室長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業ユニット長 

山川 裕 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション開発ユニット長 

兼 SIコンサルティング 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション開発ユニット長 
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氏名 新職 現職 

相澤 祐司 

ビジネスソリューション事業部 

HCMソリューションユニット 

HCMコンサルティング 1部長 

兼事業推進ユニット BS事業管理部長 

ビジネスソリューション事業部 

HCM ソリューションユニット 

HCM コンサルティング 1部長 

照下 貴生 

ビジネスソリューション事業部 

HCMソリューションユニット 

HCM製品企画開発部長 

 

－ 

高田 直澄 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業ユニット 

兼エンタープライズソリューションコンサルティングユニット 

SCMコンサルティング 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業ユニット 

SCM ソリューション企画室長 

兼エンタープライズソリューションコンサルティングユニット 

SCM コンサルティング 1部長 

北島 秀樹 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューションコンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 5部長 

兼グループ経営コンサルティング 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズソリューションコンサルティングユニット 

グループ経営コンサルティング 1部長 

渡邊 雅範 

ビジネスソリューション事業部付 

株式会社 ISID インターテクノロジー出向 

ビジネスソリューション事業部  

事業推進ユニット 

BS事業管理部長 

 

 

７．エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

岩本 浩久 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼営業第 1ユニット長 

兼オートモーティブ事業部 

東日本オートモーティブ営業ユニット長 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼ソリューション・イニシアティブ推進室長 

兼営業第 1ユニット長 

川口 宏 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼戦略技術ユニット長 

兼先端技術推進室 室長補佐 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼戦略技術ユニット長 

兼戦略技術 3部長 

小林 正己 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼 ES技術ユニット長 

兼オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

原 悦緒 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット長 

兼 ES東日本営業 1部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット長 

兼 ES東日本営業部長 

中根 弘彰 

エンジニアリングソリューション事業部 

中部支社長 

兼営業第 1ユニット 

ES中部営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

中部支社 副支社長 

兼 ES中部営業部長 

小野 智生 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット ES関西営業部長 

兼ビジネスソリューション事業部 

関西支社 副支社長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット ES関西営業部長 
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氏名 新職 現職 

松尾 博基 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット 営業企画部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット 営業企画部長 

兼営業第 1ユニット 戦略営業推進部長 

前島 英人 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット  

ES H&E営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット  

ES営業 1部長 

津田 肇 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット 

ES東日本営業 2部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット 

ES営業 2部長 

柄沢 賢一 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット 

ES東日本ソリューション営業部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット 

ESソリューション営業部長 

沖本 公郎 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット 

ES技術 3部長 

－ 

矢野 雅久 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット 

ES CAE技術部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 2ユニット 

CAE 営業推進部長 

葉山 佳彦 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット 

ES中部技術部長 

－ 

村上 勝己 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット 

ES関西技術部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット 

西日本技術部長 

金上 裕輔 

エンジニアリングソリューション事業部 

戦略技術ユニット 

製品企画部長 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業第 1ユニット 

製品企画推進部長 

水上 博之 

エンジニアリングソリューション事業部 

戦略技術ユニット 

戦略技術 3部長 

－ 

橋本 淳一 

エンジニアリングソリューション事業部

付 

株式会社ＩＳＩＤアドバンストアウトソ

ーシング出向 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術ユニット長 

 

 

 

８．オートモーティブ事業部 

氏名 新職 現職 

村野 俊之 

オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

兼ソリューション企画推進ユニット長 

兼ソリューション企画推進部長 

兼 VRソリューション部長 

オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

兼ソリューション企画推進ユニット長 

兼ソリューション推進部長 

兼ソリューション企画部長 

田渕 靖人 

オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

オートモーティブ事業部 

第 1技術ユニット長 

兼東日本技術部長 
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氏名 新職 現職 

森 仁志 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 3技術ユニット長 

兼オートモーティブ第 1技術ユニット長 

オートモーティブ事業部 

第 3技術ユニット長 

兼広島技術 1部長 

田中 創 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 2技術ユニット長 

兼豊田技術 1部長 

兼豊田支社 副支社長 

兼先端技術推進室 室長補佐 

オートモーティブ事業部 

豊田支社 副支社長 

兼第 2技術ユニット長 

兼豊田技術 2部長 

服部 浩明 

オートモーティブ事業部 

豊田支社 副支社長 

兼豊田営業部長 

オートモーティブ事業部 

豊田支社 

豊田営業部長 

大嶋 洋樹 

オートモーティブ事業部 

東日本オートモーティブ営業ユニット 

東日本オートモーティブ営業 1部長 

オートモーティブ事業部 

営業ユニット 

東日本オートモーティブ営業 1 部長 

武田 孝道 

オートモーティブ事業部 

東日本オートモーティブ営業ユニット 

東日本オートモーティブ営業 2部長 

オートモーティブ事業部 

営業ユニット 

東日本オートモーティブ営業 2 部長 

西村 浩行 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 1技術ユニット 

東日本技術部長 

兼グローバルビジネス推進本部 

グローバルビジネス推進部長  

グローバルビジネス推進本部 

グローバル事業推進部長 

大里 崇 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 1技術ユニット 

CAE/SE技術部長 

兼オートモーティブ事業部付 

株式会社エステック出向 

オートモーティブ事業部 

第 1技術ユニット 

CAE 技術部長 

兼オートモーティブ事業部付 

株式会社エステック出向 

千葉 真 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 2技術ユニット 

豊田技術 2部長 

オートモーティブ事業部 

第 2技術ユニット 

豊田技術 1部長 

久保 勝紀 

オートモーティブ事業部 

オートモーティブ第 3技術ユニット 

広島技術部長 

オートモーティブ事業部 

第 3技術ユニット 

広島技術 2部長 

 

 

９．先端技術推進室 

氏名 新職 現職 

妹尾 真 

先端技術推進室 

室長補佐 

 

 

－ 

 

吉田 篤 

先端技術推進室 

技術 1部長 

 

－ 

 

岡田 悠作 

先端技術推進室 

技術 2部長 

 

－ 
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氏名 新職 現職 

阿野 基貴 

先端技術推進室 

戦略企画部長 

 

－ 

 

 

 

１０．コミュニケーション IT事業部 

氏名 新職 現職 

福本 浩一 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

兼アジアビジネス開発部長 

兼グローバルビジネス推進本部 

本部長補佐 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

兼 CIT アジアビジネス開発部長 

 

矢吹 達夫 

コミュニケーション IT事業部 

事業推進ユニット長 

 

コミュニケーション IT事業部 

営業ユニット長 

兼営業推進部長 

東崎 厚広 

コミュニケーション IT事業部  

事業推進ユニット 

コミュニケーション IT営業部長 

コミュニケーション IT事業部  

営業ユニット 

IS営業推進部長 

石川 豊 

コミュニケーション IT事業部  

事業推進ユニット 

アライアンス推進部長 

 

－ 

 

中村 成孝 

コミュニケーション IT事業部 

事業推進ユニット 

MITコンサルティング部長 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

マーケティング IT部長 

井上 智隆 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット 

システム開発 1部長 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット 

システム開発 2部長 

中山 貴志 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット 

システム開発 2部長 

 

－ 

 

平井 均 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

マーケティング IT部長 

 

－ 

 

 

   以 上 

 


