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2017 年 11 月 29 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、2018 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 

 

 経営企画本部を廃止し、配下にあった経営企画室、コーポレートコミュニケーション室を会社直

轄部署とする。 

 ビジネスソリューションセグメント下に、「HCM 事業部」を新設する。（以下、「」内の組織名は新

設または改称組織） 

 

Ⅱ．ユニット・部署の組織改編 

 

１． 戦略ビジネス推進本部 

 新規事業開発部を「ライフサイエンス部」に改称する。 

 

２． グローバルビジネス推進本部 

 「グローバルビジネスアライアンス部」を設置する。 

 

３． 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 1・2 ユニット、BANK・R ソリューションビジネスユニッ

トを、「営業ユニット」、「コアバンキングソリューションユニット」、「市場系ソリューショ

ンユニット」、「融資ソリューションユニット」に再編する。 
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(1)「営業ユニット」 

· 「営業 1～4部」、「ソリューション営業 1・2部」、「営業企画部」を設置する。 

 

(2)「コアバンキングソリューションユニット」 

· 「グローバルソリューション 1・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」を設置する。 

 

(3)「市場系ソリューションユニット」 

· 「市場系ソリューション 1～5部」、「グローバルテクノロジー部」を設置する。 

 

(4)「融資ソリューションユニット」 

· 「融資ソリューション 1・2 部」を設置する。 

 

(5)DX ビジネスユニット 

· DX コンサルティング部を「マーケティングソリューション部」に改称する。 

· 「デジタルバンキングソリューション部」、「コンタクトセンターソリューション部」、

「デジタルイノベーション部」を設置する。 

 

４． ビジネスソリューション事業部 

 「HCM 事業部」の新設に伴い、HCM ソリューションユニットを廃止する。 

 エンタープライズソリューション営業ユニット、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を、「グループ経営ソリューションユニット」、「エンタープライズソ

リューションユニット」に再編する。 

 

(1)事業推進ユニット 

· エンタープライズソリューション基盤開発部を「aiuola(※)サービス企画開発部」に改

称する。 ※aiuola（アイオーラ）は当社が開発する IT プラットフォームの名称 

 

(2)「グループ経営ソリューションユニット」 

· 「グループ経営ソリューション営業部」、「グループ経営コンサルティング 1～4部」を

設置する。 

 

(3)「エンタープライズソリューションユニット」 

· 「ES 営業部」、「ES 営業企画部」、「ERP コンサルティング部」、「SCM コンサルティング部」

を設置する。 

 

(4)システムインテグレーション営業ユニット 

· SI 営業部を「SI 営業 1部」に改称する。 

· クラウドサービス営業部を「SI 営業 2部」に改称する。 
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５． 「HCM 事業部」 

 「営業ユニット」、「技術ユニット」を設置する。 

 

(1)部門直轄 

· 「HCM 事業管理部」、「製品企画開発部」を設置する。 

 

(2)「営業ユニット」 

· 「HCM 営業部」「アライアンス推進部」を設置する。 

 

(3)「技術ユニット」 

· 「コンサルティング 1～5部」を設置する。 

 

６． エンジニアリングソリューション事業部 

(1) 戦略技術ユニット 

· DER 推進室を「DER 技術 1部」に改称する。 

· 「DER 技術 2 部」を設置する。 

 

７． 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を「東日本営業ユニット」に改称する。 

 オートモーティブ第 1技術ユニットを「技術第 1ユニット」に改称する。 

 オートモーティブ第 2技術ユニットを「技術第 2ユニット」に改称する。 

 オートモーティブ第 3技術ユニットを「技術第 3ユニット」に改称する。 

 

(1)「東日本営業ユニット」 

· 東日本オートモーティブ営業 1 部を「東日本営業 1部」に改称する。 

· 東日本オートモーティブ営業 2 部を「東日本営業 2部」に改称する。 

 

(2)「技術第 1 ユニット」 

· 東日本技術部を分割し、「東日本技術 1・2部」とする。 

· CAE/SE 技術部をソリューション企画推進ユニットに移管し、「先進シミュレーション

技術部」とする。 

 

(3)「技術第 3 ユニット」 

· 広島技術部を分割し、「広島技術 1・2部」とする。 

 

(4)ソリューション企画推進ユニット 

· ソリューション企画推進部を「オートモーティブ戦略企画部」に改称する。 
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８． 先端技術推進室 

 「先端事業管理部」、「プロダクトマーケティング部」を設置する。 

 

９． コミュニケーション IT 事業部 

 事業推進ユニットを「営業ユニット」に改称する。 

 基幹系ユニットを「SI1 ユニット」に改称する。 

 ビジネス系ユニットを分割し、「SI2・3 ユニット」とする。 

 

(1)部門直轄 

· 2020 ビジネス協創部を「SI3 ユニット」に移管する。 

 

(2)「営業ユニット」 

· コミュニケーション IT 営業部を「SI 営業部」に改称する。 

· アライアンス推進部を「ソリューション営業部」に改称する。 

· MIT コンサルティング部を「SI3 ユニット」に移管する 

 

(3)「SI1 ユニット」 

· プライベートクラウド開発部を「クラウド開発部」に改称する。 

 

(4)「SI2 ユニット」 

· 「IT ソリューション部」、「基盤技術開発部」、「マーケティング IT 部」、「公共ビジネス

部」を設置する。 

 

(5)「SI3 ユニット」 

· 「セキュリティビジネス部」、「データソリューション開発部」を設置する。 
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＜取締役の担当変更および執行役員人事＞ 

2018 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 2018 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、営業推進本部担当 

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-AO 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-AO 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 

経営企画室、コーポレートコミュニケーション室、 

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、 

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) 

梅沢 幸之助 

取締役           

【常務執行役員】(再任)      

開発・技術統括 

ワークスタイルイノベーション室、 

管理本部、技術本部担当 

ワークスタイルイノベーション室長委嘱 

(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 

ワークスタイルイノベーション室、 

管理本部、技術本部担当 

ワークスタイルイノベーション室長委嘱 

(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 

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)  

小林 明 

取締役            

【常務執行役員】(再任) 

営業統括補佐 

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) 

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 

豊田 操 

【専務執行役員】（新任） 

営業統括補佐 

戦略ビジネス推進本部担当補佐 

－ 

小谷 繁弘 

【上席執行役員】（再任） 

ビジネスソリューションセグメント長補佐 

兼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, Managing 

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 

兼オープンイノベーションラボ部長 

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 セグメント長補佐 

兼 2020 テクノロジー＆ビジネス開発室長 

兼オープンイノベーションラボ部長 

兼因果分析ビジネス推進部長 

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 

兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐 

【上席執行役員】 

管理本部長 

兼健康管理室長 

兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐 

名和 亮一 

【上席執行役員】（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 

兼エンジニアリングソリューション事業部長 

【上席執行役員】 

エンジニアリングソリューション事業部長 

佐々木 英夫 

【上席執行役員】（再任） 

管理本部付 

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） 

【上席執行役員】 

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  

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 事業部長  

伊東 洋 

【執行役員】（再任） 

営業推進本部長 

 

【執行役員】 

営業推進本部長 

 

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 

兼プロダクトマーケティング部長 

（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 

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） 

石若 仁 

【執行役員】（再任） 

金融ソリューション事業部長 

【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 CIT 事業管理部長 

兼 SI1 ユニット長 

 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部 

事業部長補佐 

兼 CIT 事業管理部長 

兼基幹系ユニット長 

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） 

橋田 裕之 

【執行役員】（新任） 

HCM 事業部長 

 

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長 

兼 HCM コンサルティング 3部長 

岩本 浩久 

【執行役員】（新任） 

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 

事業部長補佐 

兼東日本営業ユニット長 

 

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 

 

（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リレーシ

ョンの維持・拡大、営業活動を支える人的資源の最適配置、顧客が求める

最新技術動向の共有等、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。 
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③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戦略およ

び品質管理・標準化、技術者育成等、開発・技術部門に関する事項を統括

する。 

④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。 

⑤支社担当 各支社の管理面およびガバナンスの強化を担当する。 

⑥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。 

⑦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＞ 

2018 年 1 月 1 日付管理職人事を以下のとおりとする。 

 

１．直轄部門                    

氏名 新職 現職 

宮田 始紀 経営企画室長 － 

籾木 直人 コーポレートコミュニケーション室長 
経営企画本部 

コーポレートコミュニケーション室長 

 

２．管理本部 

氏名 新職 現職 

山口 昌浩 
管理本部 本部長補佐 

兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐 

経営企画本部長 兼経営企画室長 

兼ワークスタイルイノベーション室 室長補佐 

 

３．技術本部 

氏名 新職 現職 

松本 孝則 
技術本部 

本部長補佐 

技術本部 

エンジニアリング部長 

河村 智行 
技術本部 

エンジニアリング部長 
－ 

宮井 猛士 
技術本部 

システム推進部長 
－ 

平井 倫史 
技術本部 

調達推進部長 

技術本部 

システム推進部長 

 

４．戦略ビジネス推進本部 

氏名 新職 現職 

土屋 尚友 
戦略ビジネス推進本部 

本部長補佐 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス部長 

井上 雅人 
戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス部長 
－ 

田仲 浩 
戦略ビジネス推進本部 

ライフサイエンス部長 

戦略ビジネス推進本部 

新規事業開発部長 

 

５．営業推進本部 

氏名 新職 現職 

矢吹 達夫 
営業推進本部 

本部長補佐 

コミュニケーション IT 事業部 

事業推進ユニット長 
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６．グローバルビジネス推進本部 

氏名 新職 現職 

泉 浩之 

グローバルビジネス推進本部 

本部長補佐 

兼グローバルビジネスアライアンス部長 

グローバルビジネス推進本部付 

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.出向 

中川 雅昭 
グローバルビジネス推進本部付 

上海電通信息服務有限公司出向 

金融ソリューション事業部  

BANK・R ソリューションビジネスユニット長 

 

７．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 

兼金融事業管理部長 

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 

兼リソース＆プロジェクトマネジメント部長 

平島 剛 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット長 

兼営業企画部長 

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 1 部長 

佐藤 秀樹 

金融ソリューション事業部 

コアバンキングソリューションユニット長 

兼グローバルソリューション 2 部長 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

村井 安浩 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット長 

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 1 ユニット長 

兼営業部長 

佐藤 数明 

金融ソリューション事業部 

融資ソリューションユニット長 

金融ソリューション事業部 

BANK・R ソリューションビジネスユニット 

BANK・R ソリューション 1部長 

豊島 理一郎 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 1部長 

－ 

久永 真介 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 2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 

営業 2部長 

廣瀬 浩司 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 3部長 

－ 

佐野 慎介 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

営業 4部長 

－ 

安廣 征太 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

ソリューション営業 1部長 

金融ソリューション事業部 

BANK・R ソリューションビジネスユニット 

BANK・R 営業部長 

南 研二 

金融ソリューション事業部 

営業ユニット 

ソリューション営業 2部長 

－ 

内貴 雅彦 

金融ソリューション事業部 

コアバンキングソリューションユニット 

グローバルソリューション 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 1 ユニット 

グローバルソリューション 1部長 
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氏名 新職 現職 

遠田 将弘 

金融ソリューション事業部 

コアバンキングソリューションユニット 

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 

グローバルアカウントビジネス第 1 ユニット 

クライアントソリューション 1 部長 

小田 敬仁 

金融ソリューション事業部 

コアバンキングソリューションユニット 

決済ソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

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 

小林 靖佳 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 1 部長 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

兼グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

市場系ソリューション 1 部長 

西田 圭吾 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 2 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 

市場系ソリューション 2 部長 

田尻 理 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 3 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 1 ユニット 

グローバルソリューション 2部長 

石沢 健人 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 4 部長 

－ 

綾部 豊 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション 5 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 1 ユニット 

クライアントソリューション 2 部長 

田中 祐輔 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

グローバルテクノロジー部長 

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 

田村 和也 

金融ソリューション事業部 

融資ソリューションユニット 

融資ソリューション 1部長 

金融ソリューション事業部 

BANK・R ソリューションビジネスユニット 

BANK・R ソリューション 4部長 

原田 一哉 

金融ソリューション事業部 

融資ソリューションユニット 

融資ソリューション 2部長 

－ 

瀧下 孝明 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

マーケティングソリューション部長 

－ 

金子 義彦 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

デジタルバンキングソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

BANK・R ソリューションビジネスユニット 

BANK・R ソリューション 2部長 

高橋 健 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

コンタクトセンターソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

BANK・R ソリューションビジネスユニット 

BANK・R ソリューション 3部長 

片岡 健也 

金融ソリューション事業部 

DX ビジネスユニット 

デジタルイノベーション部長 

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 

決済ソリューション部長 

森 淳郎 

金融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 

金融ソリューション事業部  

事業部長補佐 

兼グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット 

グローバルソリューション部長 
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８．ビジネスソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

佐山 日出人 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼 HCM 事業部 事業部長補佐 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼戦略ビジネス推進本部 本部長補佐 

田邉 達也 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット長 

兼 BS 事業管理部長 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット長 

兼エンタープライズソリューション基盤開発部長 

林 晃司 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット長 

 

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長 

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ユニット長 

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 

兼エンタープライズソリューション事業開発室長 

齋藤 恒一 

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 

SI コンサルティング 2部長 

藤川 健二 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット 

aiuola サービス企画開発部長 

－ 

有福 雄乃助 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営ソリューション営業部長 

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 

エンタープライズソリューション営業 1 部長 

荻原 主税 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 1部長 

－ 

海津 泰夫 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 2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 2部長 

北島 秀樹 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 3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 5部長 

兼グループ経営コンサルティング 1 部長 

岡田 裕行 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 4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 4部長 

和崎 雄 

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ユニット 

ES 営業部長 

－ 

稲葉 正人 

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ユニット 

ES 営業企画部長 

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 

エンタープライズソリューション営業 2 部長 

大橋 秀太郎 

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ユニット 

ERP コンサルティング部長 

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 3部長 
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氏名 新職 現職 

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ユニット 

SCM コンサルティング部長 

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 

SCM コンサルティング１部長 

中田 規子 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業ユニット 

SI 営業 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業ユニット 

SI 営業部長 

荒瀬 光宏 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業ユニット 

SI 営業 2部長 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーション営業ユニット 

クラウドサービス営業部長 

平田 康之 

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 2部長 

－ 

山川 裕 

ビジネスソリューション事業部付 

株式会社 ISID-AO 出向 

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 

 

９．HCM 事業部 

氏名 新職 現職 

橋本 宣英 

HCM 事業部 

営業ユニット長 

兼 HCM 営業部長 

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 営業部長 

相澤 祐司 

HCM 事業部 

開発ユニット長 

兼コンサルティング 3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 

兼事業推進ユニット BS 事業管理部長 

照下 貴生 

HCM 事業部 

製品企画開発部長 

兼 HCM 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 製品企画開発部長 

宮崎 章浩 

HCM 事業部 

営業ユニット 

アライアンス推進部長 

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 アライアンス推進部長 

山口 純一 

HCM 事業部 

開発ユニット 

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 

HCM ソリューションユニット 

HCM コンサルティング 2 部長 

横山 隆 

HCM 事業部 

開発ユニット 

コンサルティング 2 部長 

－ 

塚本 孝志 

HCM 事業部 

開発ユニット 

コンサルティング 4 部長 

－ 

斎藤 達也 

HCM 事業部 

開発ユニット 

コンサルティング 5 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 4 部長 
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１０．エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

袖井 幸久 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

 

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 DER 推進室長 

小林 正己 

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 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 

川口 宏 

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 

兼先端技術推進室 室長補佐 

深堀 竜也 

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 

DER 技術 1部長 

－ 

沖本 公郎 

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 

DER 技術 2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 ES 技術 3部長 

 

１１．オートモーティブ事業部 

氏名 新職 現職 

森 仁志 

オートモーティブ事業部 

技術第 1 ユニット長 

兼東日本技術１部長 

兼技術第 3ユニット長 

兼先端技術推進室 室長補佐 

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 

兼先端技術推進室 室長補佐 

田中 創 

オートモーティブ事業部 

技術第 2 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 

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 

大嶋 洋樹 

オートモーティブ事業部 

東日本営業ユニット 

東日本営業 1 部長 

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 

武田 孝道 

オートモーティブ事業部 

東日本営業ユニット 

東日本営業 2 部長 

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 

小川 潤 

オートモーティブ事業部 

豊田支社 豊田営業部長 

 

－ 

西村 浩行 

オートモーティブ事業部 

技術第 1 ユニット 

東日本技術 2 部長 

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 

小平 敦史 

オートモーティブ事業部 

技術第 2 ユニット 

豊田技術 2部長 

－ 
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氏名 新職 現職 

千葉 真 

オートモーティブ事業部 

技術第 3 ユニット 

広島技術 1部長 

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 

久保 勝紀 

オートモーティブ事業部 

技術第 3 ユニット 

広島技術 2部長 

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 

坂井 邦治 

オートモーティブ事業部 

ソリューション企画推進ユニット 

オートモーティブ戦略企画部長 

－ 

大里 崇 

オートモーティブ事業部 

ソリューション企画推進ユニット 

先進シミュレーション技術部長 

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 

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 

 

１２．先端技術推進室 

氏名 新職 現職 

荒木 真一郎 

管理本部付 

株式会社 ISID ビジネスコンサルティング出向 

兼株式会社 ISID エンジニアリング出向 

兼先端技術推進室 先端事業管理部長 

経営企画本部付 

株式会社 ISID ビジネスコンサルティング出向 

兼株式会社 ISID エンジニアリング出向 

 

１３．コミュニケーション IT 事業部 

氏名 新職 現職 

東崎 厚広 

コミュニケーション IT 事業部 

営業ユニット長 

兼 SI 営業部長 

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 

寺田 徹央 

コミュニケーション IT 事業部 

SI2 ユニット長 

兼 IT ソリューション部長 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス系ユニット 

IT ソリューション部長 

中村 優一 

コミュニケーション IT 事業部 

SI3 ユニット長 

兼セキュリティビジネス部長 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス系ユニット長 

石川 豊 

コミュニケーション IT 事業部 

営業ユニット 

ソリューション営業部長 

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 

井上 智隆 

コミュニケーション IT 事業部 

SI1 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 1部長 

中山 貴志 

コミュニケーション IT 事業部 

SI1 ユニット 

システム開発 2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 

内川 政義 

コミュニケーション IT 事業部 

SI1 ユニット 

システム開発 3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 3部長 
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氏名 新職 現職 

山本 洋 

コミュニケーション IT 事業部 

SI1 ユニット 

クラウド開発部長 

－ 

梅澤 香樹 

コミュニケーション IT 事業部 

SI2 ユニット 

基盤技術開発部長 

－ 

平井 均 

コミュニケーション IT 事業部 

SI2 ユニット 

マーケティング IT 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 

瀬戸 孝明 

コミュニケーション IT 事業部 

SI2 ユニット 

公共ビジネス部長 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス系ユニット 

公共ビジネス部長 

馬場 宏和 

コミュニケーション IT 事業部 

SI3 ユニット 

2020 ビジネス協創部長 

コミュニケーション IT 事業部 

2020 ビジネス協創部長 

中村 成孝 

コミュニケーション IT 事業部 

SI3 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 

事業推進ユニット 

MIT コンサルティング部長 

荻原 克行 

コミュニケーション IT 事業部 

SI3 ユニット 

データソリューション開発部長 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス系ユニット 

データソリューション開発部長 

 

 

   以 上 

 


