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平成 29年１月 25日 

各 位 

 

 

人事異動および組織変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 29 年１月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、人事異動および組織変更について

決議いたしました。また、グループ会社の㈱ベルシステム 24についても同様の決議を行いましたので、併せ

てお知らせいたします。 

 

【ベルシステム 24 ホールディングス】 

■執行役員の退任（平成 29 年２月 28日付け） 

氏名 現役職名 

岩下 順二郎 執行役員 

 

■執行役員の役割変更（平成 29 年３月１日付け） 

氏名 新役職名 現役職名 

早田 憲之 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

金澤 明彦 
取締役 執行役員 

兼 事業管理部 部長 

取締役 執行役員 

兼 プロセス管理部 部長 

辻 豊久 

執行役員 

兼 経営企画部 部長 

兼 広報 IR 室 室長 

執行役員 

兼 経営企画部 部長 

 

＜人事異動および組織変更＞ 

【ベルシステム 24 ホールディングス】平成 29年３月１日付け 

氏名 新役職名 現役職名 

柘植 一郎 代表取締役 社長執行役員 CEO 同左 

早田 憲之 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

松村 一三 取締役 執行役員 
取締役 執行役員 

兼 広報 IR 室 室長 

金澤 明彦 
取締役 執行役員 

兼 事業管理部 部長 

取締役 執行役員 

兼 プロセス管理部 部長 

野田 俊介 取締役 同左 

杉本 勇次 取締役 同左 

石坂 信也 社外取締役 同左 

鶴巻 暁 社外取締役 同左 

外村  学 執行役員 兼 人材開発部 部長 同左 

松田 裕弘 執行役員 CIO 同左 

古谷 文太 執行役員 CFO 同左 

辻 豊久 

執行役員 

兼 経営企画部 部長 

兼 広報 IR 室 室長 

執行役員 

兼 経営企画部 部長 

浜口 聡子 常勤監査役 同左 

渡辺 和紀 社外監査役 同左 

会 社 名 株式会社ベルシステム 24 ホールディングス 

代表者名 代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 柘植  一郎 

 （コード番号：6183 東証第一部） 

問合せ先 取締役 執行役員 松村  一三 

 （TEL. 03-6893-9827） 
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土橋  晃 社外監査役 同左 

景山 紳介 事業戦略部 部長 － 

井木 尚洋 法務・コンプライアンス部 部長 同左 

早川  賢 テクノロジー部 部長 同左 

山崎 彰一 
テクノロジー・ソリューション部 

部長 
同左 

江添 武久 財務統括部 部長 経理・財務部 部長 

稲本 昌一 総務部 部長 購買管理部 部長 

余郷 雅巳 監査部 部長 同左 

 

【ベルシステム 24】 

■執行役員の新任（平成 29 年３月１日付け） 

氏名 新役職名 現役職名 

松村 一三 常務執行役員 兼 管理部 管掌 － 

石井 覚 

執行役員  

兼 カスタマーソリューション事業

本部 副本部長 兼 同本部 西日

本エリア統括部 部長 

ブランチマネジメント事業本部 西日本エ

リア統括部 部長 

太刀掛 直紀 

執行役員 

兼 HR本部 副本部長 

兼 同本部 F-HR部 部長 

ブランチマネジメント事業本部 副本部長 

兼 同本部 北海道・東北エリア統括部 部長 

兼 同本部 九州・沖縄エリア統括部 部長 

 

■執行役員の役割変更（平成 29 年３月１日付け） 

氏名 新役職名 現役職名 

岩下 順二郎 

専務執行役員  

兼 CRM 事業本部 本部長  

兼 ソリューション推進本部 本部長 

専務執行役員 

兼 CRM事業本部 本部長 

兼 マーケティング本部 本部長 

呉  岳彦 

専務執行役員 兼 ビジネスパートナー

リレーションシップ事業本部 本部長 

兼 カスタマーソリューション事業本

部 本部長 

常務執行役員 

兼 ブランチマネジメント事業本部 

本部長 

兼 同本部 セールス推進部 部長 

兼 ビジネスパートナーリレーション

シップ事業本部 本部長 

金澤 明彦 
常務執行役員  

兼 事業管理本部 本部長 

常務執行役員 

兼 プロセス管理本部 本部長 

兼 同本部 プロセス管理部 部長 

兼 同本部 ワークフォースマネジメ

ント部 部長 

多田 眞之 

常務執行役員  

兼 エンタープライズ事業本部 本部

長  

兼 同本部 マーケット開発事業部 

部長  

兼 同部 第１営業グループ グルー

プマネージャー 

執行役員 

兼 CRM事業本部 副本部長 

大矢 賢一 

執行役員 

兼 カスタマーソリューション事業本

部 副本部長  

兼 同本部 東日本エリア統括部 部

長 

執行役員 

兼 CRM事業本部 副本部長 

兼 同本部 CRM  ソリューション事業

部 部長 
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＜人事異動および組織変更＞ 

【ベルシステム 24】平成 29 年３月１日付け 

氏名 新役職名 現役職名 

柘植 一郎 
代表取締役 

兼 社長執行役員 
同左 

岩下 順二郎 

専務執行役員  

兼 CRM 事業本部 本部長  

兼 ソリューション推進本部 本部長 

専務執行役員 

兼 CRM事業本部 本部長 

兼 マーケティング本部 本部長 

呉  岳彦 

専務執行役員 兼 ビジネスパートナー

リレーションシップ事業本部 本部長 

兼 カスタマーソリューション事業本

部 本部長 

常務執行役員 

兼 ブランチマネジメント事業本部 本

部長 

兼 同本部 セールス推進部 部長 

兼 ビジネスパートナーリレーション

シップ事業本部 本部長 

松村 一三 常務執行役員 兼 管理部 管掌 － 

松永 公人 
常務執行役員  

兼 パートナー開発推進本部 本部長 
同左 

金澤 明彦 
常務執行役員  

兼 事業管理本部 本部長 

常務執行役員 

兼 プロセス管理本部 本部長 

兼 同本部 プロセス管理部 部長 

兼 同本部 ワークフォースマネジメ

ント部 部長 

外村  学 

常務執行役員 

兼 HR本部 本部長 

兼 同本部 コーポレート統括部 部長 

同左 

多田 眞之 

常務執行役員  

兼 エンタープライズ事業本部 本部

長  

兼 同本部 マーケット開発事業部 

部長  

兼 同部 第１営業グループ グルー

プマネージャー 

執行役員 

兼 CRM事業本部 副本部長 

兼 CRM 事業本部 マーケット開発

事業部 部長 

大矢 賢一 

執行役員 

兼 カスタマーソリューション事業本

部 副本部長  

兼 同本部 東日本エリア統括部 部

長 

執行役員 

兼 CRM事業本部 副本部長 

兼 同本部 CRM  ソリューション事業

部 部長 

石井  覚 

執行役員  

兼 カスタマーソリューション事業本

部 副本部長 兼 同本部 西日本エ

リア統括部 部長 

ブランチマネジメント事業本部 西日

本エリア統括部 部長 

太刀掛 直紀 

執行役員 

兼 HR本部 副本部長 

兼 同本部 F-HR部 部長 

ブランチマネジメント事業本部 副本

部長 

兼 同本部 北海道・東北エリア統括部 

部長 

兼 同本部 九州・沖縄エリア統括部 

部長 

永尾 啓一郎 CRM事業本部 CRM 事業企画部 部長 
マーケティング本部 ソリューション

企画部 部長 

平野 隆之 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第１事業部 部長 

兼 同部 事業企画グループ グルー

プマネージャー 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第一事業部 部長 
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溝上 幸治 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第２事業部 部長 

兼 同本部 戦略アカウントソリュー

ション第４事業部 部長 

兼 同部 営業グループ グループマ

ネージャー 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第二事業部 部長 

岩間 悠太 
CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第３事業部 部長 
同左 

長谷川 文彦 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 副本部長 

兼 同本部 BR 事業管理局 局長 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 副本部長 

兼 同本部 事業管理部 部長 

前迫 琢哉 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 副本部長 

兼 同本部 カスタマーサービス第３

部 部長 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 マーケティング戦略部 

部長 

水越 一秀 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 カスタマーサービス第１

部 部長 

兼 同部 アカウント営業グループ 

グループマネージャー 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 カスタマーサービス第一

部 部長 

安井 秀一郎 

ビジネスパートナーリレーションシッ

プ事業本部 カスタマーサービス第２

部 部長 

同左 

楠木 竜太 
エンタープライズ事業本部 EP 事業企

画部 部長 
－ 

川本 一郎 
エンタープライズ事業本部 金融事業

部 部長 
CRM事業本部 副本部長 

マシュー・スクオダス 
エンタープライズ事業本部 MNC 事業

部 部長 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション MNC事業部 部長 

沓澤 ナワル 
エンタープライズ事業本部 海外事業

部 部長 
－ 

伊藤 健吾 

カスタマーソリューション事業本部 

CS 事業企画部 部長 

兼 東日本エリア事業企画局 局長 

ブランチマネジメント事業本部 首都

圏エリア統括部 部長 

目黒  明 
パートナー開発推進本部 プロジェク

ト推進部 部長 
同左 

岡本 俊一 
パートナー開発推進本部 アライアン

ス推進部 部長 
同左 

山中 洋平 
ソリューション推進本部 テクノロジ

ーマーケティング部 部長 

マーケティング本部 マーケティング

部 部長 

兼 同本部 事業企画部 部長 

兼 CRM 事業本部 サポートグルー

プ グループマネージャー 

北岡 豪史 
ソリューション推進本部 コンサルテ

ィング部 部長 

マーケティング本部 コンサルティン

グ部 部長 

稲垣 勝久 事業管理本部 事業管理部 部長 

ブランチマネジメント事業本部 西日

本エリア統括部 西日本エリア統括局 

統括局長 

辰巳 太郎 

事業管理本部 品質管理部 部長 

兼 同部 プロジェクトマネジメント

グループ グループマネージャー 

プロセス管理本部 プロセス推進部 

部長 

兼 ブランチマネジメント事業本部 

企画統括部 部長 

島田 美幌 HR 本部 事業支援部 部長 
HR 本部 事業支援部 部長 

兼 同本部 管理部 部長 

井木 尚洋 管理部 部長 － 

余郷 雅巳 監査部 部長 同左 

以 上 


