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 平成 29年９月 29日 

各  位 

会 社 名  コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

 東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一 

 (コード番号：３８４４ 東証第一部 ) 

問合せ先 常 務 取 締 役  野 間  治 

 T e l : 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 29年９月 29日開催の取締役会において、下記の通り、平成 29年 10月１日付けの当社の組織

変更および人事異動ならびに子会社でありますコムチュアネットワーク株式会社の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。 

  

                       記 

 

１．組織変更 

（１）コムチュア株式会社 

クラウド、ビッグデータ、ＡＩ(人工知能)、ＩｏＴおよびフィンテックに加え、ＲＰＡ（ロボティッ

ク・プロセス・オートメーション）関連のビジネス拡大のため、三事業本部の組織再編をいたします。 

・第一事業本部 

Salesforce.com、ServiceNowおよび Cybozuを中心とした成長著しいクラウドソリューション

ビジネスをさらに効率よく発展させるため、クラウドソリューション本部内の部署を統合しま

す。 

・第二事業本部 

Microsoft関連のクラウドソリューションビジネスを拡大させるため、コラボレーション本部

を１部署から２部署に増設します。 

・第三事業本部 

需要が急速に高まるビッグデータ・ＡＩビジネスに加え、ＲＰＡビジネスを急拡大させるため、

ビッグデータ・ＡＩソリューション本部をビッグデータ・ＡＩ・ロボットソリューション本部に

名称変更します。 

また、ビッグデータ・ＡＩ・ロボットソリューション本部を、データサイエンス・ＡＩ部、デ

ータマネジメント部およびＲＰＡソリューション部の３部署に増設し、新規領域における事業

をさらに拡大します。 

 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

クラウド関連のシステム運用ビジネス拡大のため、クラウド基盤運用部をクラウド基盤運用第一部、

クラウド基盤運用第二部と２部署に分割し、クラウド運用事業を拡大いたします。 
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２．人事異動(平成 29年 10月１日付) 

（１）コムチュア株式会社 

取締役・執行役員・事業本部長・本部長・部長・技術部長・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 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター長 

（オープンソースソフトウェア事業推進室 管掌） 

常務取締役 事業統括 

（クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 管掌 

オープンソースソフトウェア事業推進室 管掌） 

新井 宏久 

（ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｻ） 

執行役員 第一事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 開発技

術本部長 

執行役員 第一事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター長  

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター ソ

リューションコンサルティング本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター 開

発技術本部長 

秋山 昌典 

(ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ) 

執行役員 第三事業本部長 

兼 第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロ

ボットソリューション本部長 

兼 第三事業本部 フィンテックソリューシ

ョン本部長 

執行役員 第三事業本部長 

兼 第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩソ

リューション本部長 

兼 第三事業本部 フィンテックソリュー

ション本部長 

宮武 敏彦 

(ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾋｺ) 

執行役員 第四事業本部長 

兼 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター ソリ

ューションコンサルティング本部長 

兼 第四事業本部 エンタープライズソリュ

ーション本部長 

執行役員 第四事業本部長 

兼 第四事業本部 エンタープライズソリ

ューション本部長 

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

ソリューション第二部長 

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

ドソリューション第三部長 

松本 一孝 

(ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ) 

管理統括本部 品質監理本部長 

兼 品質監理本部 品質監理部長 
管理統括本部 品質監理本部 品質監理部 

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 ＭＳクラウドソ

リューション第二部長 

第二事業本部 コラボレーション本部長 

岩本 高佳 

（ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾖｼ） 

第三事業本部 フィナンシャルソリューショ

ン本部長 

兼 フィナンシャルソリューション本部 

フィナンシャルソリューション第一部長 

第三事業本部 フィナンシャルソリューシ

ョン本部長 

兼 フィナンシャルソリューション本部 

フィナンシャルソリューション第二部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

安藤 幸司 

 (ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ)  

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第一部長 

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第二部長 

鈴木 将成 

（ｽｽﾞｷ ﾏｻｼｹﾞ） 

第二事業本部 コラボレーション本部 ＭＳ

クラウドソリューション第一部長 

第二事業本部 コラボレーション本部 Ｍ

Ｓクラウドソリューション部長 

内山 慎吾 

 (ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ)  

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 データサイエンス・ＡＩ

部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩソリュー

ション本部 ビッグデータ・ＡＩソリューシ

ョン部長 

兼 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第一部 

担当部長 

大河原 篤 

（ｵｵｶﾜﾗ ｱﾂｼ） 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 データマネジメント部

長 

第三事業本部 ファイナンシャルソリュー

ション本部 ファイナンシャルソリューシ

ョン第一部長 

窪田 英司 

（ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ） 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 ＲＰＡソリューション

部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション第一

部長 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

第三事業本部 フィンテックソリューション

本部 フィンテックソリューション部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション第三

部長 

平久保 雅也 

(ﾋﾗｸﾎﾞ ﾏｻﾔ) 

第三事業本部 フィナンシャルソリューショ

ン本部 フィナンシャルソリューション第二

部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション第二

部長 

長澤 航 

(ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳ) 

第四事業本部 エンタープライズソリューシ

ョン本部 エンタープライズソリューション

第二部長 

第四事業本部 エンタープライズソリュー

ション本部 エンタープライズソリューシ

ョン第二部 第１グループ長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

木下 美樹 

(ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ) 

クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター ソリ

ューションコンサルティング本部 技術部長 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩソリュ

ーション本部 技術部長 

佐藤 伸祐 

(ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ) 

クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター ソリ

ューションコンサルティング本部 営業部長 

第四事業本部 エンタープライズソリュー

ション本部 営業部長 

味方 直子 

(ｱｼﾞｶﾀ ﾅｵｺ) 

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第一部 技術部長 

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第一部長 

中平 達也 

（ﾅｶﾋﾗ ﾀﾂﾔ） 

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

ソリューション本部 データマネジメント部 

担当部長 

第三事業本部 フィンテックソリューショ

ン本部 フィンテックソリューション第二

部 担当部長 

 

 

（２）コムチュアネットワーク株式会社 

部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

内田 博巳 

（ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾐ） 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 クラウド基盤運用第一部長 

兼 ＭＳＰ推進部長 

マネージドサービス事業本部 マネージド

サービス本部 クラウド基盤運用部長 

兼 ＭＳＰ推進部長 

立木 匡吏 

（ﾂｲｷ ﾏｻｼ） 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 クラウド基盤運用第二部長 

マネージドサービス事業本部 マネージド

サービス本部 クラウド基盤運用部 担当

部長 

平島 玲二 

（ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ） 

マネージドサービス事業本部 マネージドサ

ービス本部 クラウド基盤運用第一部 担当

部長 

マネージドサービス事業本部 マネージド

サービス本部 クラウド基盤運用部 担当

部長 

以 上 
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平成29年10月１日付　組織図

第三事業本部 ビッグデータ・ＡＩ・ロボットソリューション本部

人事本部

コムチュアネットワーク株式会社

社長

社長

コムチュアマーケティング株式会社

経営統括

名古屋営業所

第一事業本部 クラウドソリューション本部

ソーシャルソリューション第二部

クラウドソリューション第一部

第二事業本部 コラボレーション本部 MSクラウドソリューション第一部

クラウドソリューション第二部

MSクラウドソリューション第二部

コムチュア株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

会長 社長 事業統括 クラウド・ＡＩ・ＩｏＴ技術センター ソリューションコンサルティング本部

開発技術本部
監査室

フィンテックソリューション本部 フィンテックソリューション部

大阪営業所

ソーシャルソリューション本部 ソーシャルソリューション第一部

ＡＩ・IoTソリューション部

データサイエンス・ＡＩ部

エンタープライズソリューション本部 エンタープライズソリューション第一部

ＥＲＰソリューション部

エンタープライズソリューション第二部

フィナンシャルソリューション第一部フィナンシャルソリューション本部

データマネジメント部

オープンソースソフトウェア事業推進室

経営企画部

フィナンシャルソリューション第二部

マネージドサービス事業本部 マネージドサービス本部 基盤プロジェクト部

クラウド基盤事業本部 クラウド基盤ソリューション本部 基盤営業部

基盤ソリューション部

クラウド基盤構築部

第四事業本部

管理統括本部

品質監理本部 品質監理部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

マーケティング本部 クラウド営業部

ＭＳＰ推進部

ＲＰＡソリューション部

経営統括本部

働き方改革推進室

法務部

管理会計部

財務会計部

経営企画本部

経理本部

営業管理部

情報システム部

人事部

総務本部 総務部

クラウド基盤運用第二部

クラウド基盤運用第一部
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株式会社コメット

戦略ビジネス室

コムチュアデータサイエンス株式会社

社長 ビジネス統括本部

ITソリューション本部 システム開発部

オペレーションデザイン＆デリバリー部

日本ブレインズウエア株式会社

カスタマーソリューション本部 オペレーションサービス部

テクニカルエンジニアリング部

エマージングサービス部

教育ビジネス部

営業本部

管理本部 総務・人事部

人材開発室

ＩＴ管理室

会計室


