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平成 31年１月 30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、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、㈱ベル・ソレイユ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。 

 

 

＜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 31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 

兼 人材開発部 部長 
同左 

松村 一三 取締役 執行役員 同左 

金澤 明彦 
取締役 執行役員 

兼 事業管理部 部長 
同左 

今川  聖 社外取締役 同左 

山口 拓哉 社外取締役 同左 

石坂 信也 社外取締役 同左 

鶴巻  暁 社外取締役 同左 

高橋 真木子 社外取締役 同左 

浜口 聡子 常勤監査役 同左 

渡辺 和紀 社外監査役 同左 

木島 賢一 社外監査役 同左 

長谷部 英則 常務執行役員 同左 

松田 裕弘 執行役員 CIO 同左 

辻  豊久 
執行役員 

兼 経営企画部 部長 
同左 

天野 敬太 
執行役員 CFO  

兼 総務部 部長 
同左 

景山 紳介 
執行役員 

兼 事業戦略部 部長 
同左 

河西 広太郎 広報 IR室 室長 同左 

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 

江添 武久 財務統括部 部長 同左 

余郷 雅巳 監査部 部長 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 専務執行役員 早田  憲之 

 （TEL. 03-6893-9827） 



2 

 

＜人事異動および組織変更＞ 

【ベルシステム２４】平成 31 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 

早田 憲之 

専務執行役員 

（九州エリア管掌） 

兼 HR本部 本部長 

兼 同本部 コーポレート統括部 部長 

同左 

呉  岳彦 

専務執行役員 

ビジネスパートナーリレーションシップ

事業本部 管掌 

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 

カスタマーソリューション第１・第２事業

本部 管掌 

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 

長谷部 英則 

専務執行役員 

ソリューション推進本部 管掌 

兼 ソリューション推進本部 本部長 

同左 

松永 公人 

専務執行役員 

CRM第１・第２事業本部 管掌 

兼 CRM第１事業本部 本部長 

専務執行役員  

兼 CRM事業本部 本部長 

兼 エンタープライズ事業本部 本部長 

金澤 明彦 

常務執行役員 

（東日本エリア管掌） 

事業管理本部 管掌 兼 事業管理本部 

本部長 

管理部 管掌 

同左 

大矢 賢一 

執行役員 

兼 カスタマーソリューション第１事業

本部 本部長 

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 第１事業部 事業部長 

石井  覚 

執行役員  

（西日本・中部エリア管掌） 

兼 カスタマーソリューション第２事業

本部 本部長 

兼 同本部 第４事業部 事業部長 

執行役員  

（西日本・中部エリア管掌） 

兼 エンタープライズ事業本部 副本部

長 

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 第２事業部 事業部長 

太刀掛 直紀 

執行役員 

（北海道エリア管掌） 

兼 HR本部 副本部長 

兼 同本部 FHR 部 部長 

同左 

横田 純平 

執行役員 

カスタマーソリューション第１・第２事業

本部 管掌補佐 

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 

山中 悟郎 
CRM 第１事業本部 CRM 第１事業企画部    

部長 
― 

溝上 幸治 
CRM 第１事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第２事業部 事業部長 

CRM 事業本部 戦略アカウントソリュー

ション第２事業部 事業部長 

岩間 悠太 

CRM 第１事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第３事業部 事業部長 

兼 同本部 CRM 第１ソリューション開発

部 部長 

CRM事業本部 戦略アカウントソリュー

ション第３事業部 事業部長 

永尾 啓一郎 
CRM 第１事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第４事業部 事業部長 
CRM事業本部 CRM事業企画部 部長 

齊藤 宏之 
CRM 第１事業本部 凸版アライアンス推進

部 部長 
― 
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杉原 裕介 CRM第１事業本部 海外事業開発部 部長 
エンタープライズ事業本部 海外事業部 

事業部長 

平野 隆之 
CRM第２事業本部 本部長 

兼 同本部 CRM 第２事業企画部 部長 

CRM事業本部 戦略アカウントソリュー

ション第１事業部 事業部長 

石塚 有樹 
CRM 第２事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第１事業部 事業部長 
― 

清田 三郎 
CRM 第２事業本部 戦略アカウントソリュ

ーション第５事業部 事業部長 
― 

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 

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 第３事業部 事業部長 

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 
同左 

鮫島 将 
ビジネスパートナーリレーションシップ 

事業本部 BR 事業企画部 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 第１事業部 事業部長 
同左 

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 第２事業部 事業部長 
同左 

鈴木 靖二 
ビジネスパートナーリレーションシップ

事業本部 第３事業部 事業部長 
― 

白浜 健三 
カスタマーソリューション第１・第２事業

本部管掌 CS 事業企画部 部長 

カスタマーソリューション事業本部 CS

事業企画部 部長 

山中 洋平 
カスタマーソリューション第１・第２事業

本部管掌 CS ソリューション開発部 部長 

ソリューション推進本部 マーケティン

グ部 部長 

島田 美幌 
カスタマーソリューション第１・第２事業

本部管掌 派遣事業部 事業部長 

カスタマーソリューション事業本部 派

遣事業部 事業部長 

木村 優仁 
カスタマーソリューション第１事業本部 

第１事業部 事業部長 
― 

中村 達紀 
カスタマーソリューション第１事業本部 

第２事業部 事業部長 
― 

福田 友孝 
カスタマーソリューション第１事業本部 

第３事業部 事業部長 
― 

福田 康晴 
カスタマーソリューション第１事業本部 

第４事業部 事業部長 
― 

小池 慎二 
カスタマーソリューション第２事業本部 

第１事業部 事業部長 
― 

流石 雄一郎 
カスタマーソリューション第２事業本部 

第２事業部 事業部長 
― 

中田 博之 
カスタマーソリューション第２事業本部 

第３事業部 事業部長 
― 

加藤  寛 

ソリューション推進本部 ソリューション

セールス部 部長 

兼 同本部 ソリューションテクノロジー

部 部長 

同左 

木村 雅史 
ソリューション推進本部 マーケティング

部 部長 
― 

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 
同左 

稲垣 勝久 事業管理本部 事業管理部 部長 同左 

七澤 隆晋 事業管理本部 品質管理部 部長 同左 

井木 尚洋 管理部 部長 同左 

余郷 雅巳 監査部 部長 同左 
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【ベル・ソレイユ】平成 31 年２月１日付け 

氏名 新役職名 現役職名 

天野 敬太 
代表取締役社長 

兼 管理部 部長 
代表取締役社長 

以 上 


