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 2019年９月 25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、2019年９月 25日開催の取締役会において、下記の通り、2019 年 10月１日付けの当社ならびに子

会社のコムチュアネットワーク株式会社、ユーエックス・システムズ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 

 

＜コムチュア株式会社＞ 

１．組織変更（2019年 10月１日付） 

（１）部門の名称変更および新設 

①組織の名称をより明確にし、AI などの最新技術を取り込むなどデジタルの時代にふさわしい事業強

化を図ってまいります。 

新組織名 旧組織名 

エンタープライズ本部 

テクノロジーサービス部 

エンタープライズ本部 

テクニカルサービス部 

エンタープライズ本部 

ＨＲテック部 

エンタープライズ本部 

ＨＲ部 

②フィナンシャルデジタル本部配下にフィナンシャル第四部を新設し、金融系のお客様のニーズへの

対応力強化を図ってまいります。 

（２）支店等の名称変更 

事業拡大を踏まえて２営業所を事業所に名称変更いたします。更なるサービス体制強化や人員の採用や

育成を通じて事業強化に努めます。 

新組織名 旧組織名 

大阪事業所 大阪営業所 

名古屋事業所 名古屋営業所 

なお、住所・電話・FAXについての変更はございません。 
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２．人事異動 (2019年 10月１日付) 

取締役・監査役・執行役員・本部長・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

代表取締役社長 

兼 ビジネスソリューション事業部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

取締役 

兼 ユーエックス・システムズ（株） 

取締役 

代表取締役社長 

兼 ビジネスソリューション事業部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

取締役 

田村 誠二 

(ﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ) 

監査役 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

監査役 

兼 ユーエックス・システムズ（株） 

監査役 

監査役 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

監査役 

山下 欣也 

(ﾔﾏｼﾀ ｷﾝﾔ) 

執行役員 

デジタルソリューション事業部長 

兼 デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部長 

兼 デジタルイノベーション本部 

データアナリティクス部長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

取締役 

執行役員 

デジタルソリューション事業部長 

兼 デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部長 

兼 コムチュアデータサイエンス（株） 

取締役 

小野 裕輔 

(ｵﾉ ﾕｳｽｹ) 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

取締役 

マーケティング本部長 

兼 マーケティング本部 

クラウド営業部長 

執行役員 

コンサルティング統括本部 

アカウントセールス本部長 

兼 ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部長 

兼 エンタープライズ本部 

テクニカルサービス部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

取締役 

マーケティング本部長 

兼 マーケティング本部 

クラウド営業部長 

後藤 聡 

(ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ) 

執行役員 

ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルデジタル本部 

ディレクター 

兼 フィナンシャルデジタル本部 

フィナンシャルデジタル第四部長 

執行役員 

コンサルティング統括本部 

ソリューションセールス本部長 

白木 桂子 

(ｼﾗｷ ｹｲｺ) 
大阪事業所長 大阪営業所長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

川地 康彦 

(ｶﾜﾁ ﾔｽﾋｺ) 
名古屋事業所長 名古屋営業所長 

福島 雅人 

(ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾄ) 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

ディレクター 

兼 エンタープライズ本部 

システムインテグレーション部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

ディレクター 

金山 昌基 

(ｶﾅﾔﾏ ﾏｻｷ) 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

テクノロジーサービス部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

システムインテグレーション部長 

墨野倉 勇 

(ｽﾐﾉｸﾗ ｲｻﾑ) 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

ＨＲテック部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズ本部 

ＨＲ部長 

 

 

＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１．組織変更（2019年 10月１日付） 

（１）部門の名称変更および再編 

急成長する SDN 市場での事業拡大を推進するため、ネットワーク構築専任部隊をネットワークソリュ

ーション本部に集約いたします。また、Windows10／PCライフサイクルマネジメント領域の総合力強化の

ため、組織を再編いたします。 

新組織名 旧組織名 

ネットワークソリューション本部 エッジコンピューティング本部 

ネットワークソリューション本部 

ネットワークソリューション第一部 

エッジコンピューティング本部 

ネットワークインテグレーション部 

ネットワークソリューション本部 

ネットワークソリューション第二部 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント第二部 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント部 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント第一部 

システムマネジメント第一本部 

ＯＡ基盤ソリューション部 

エッジコンピューティング本部 

エッジプラットフォームソリューション部 

クラウドプラットフォーム本部 

ＯＳＳソリューション部 

エッジコンピューティング本部 

ＯＳＳソリューション部 
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２．人事異動（2019年 10月１日付） 

本部長・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

梶山 豊裕 

(ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾖﾋﾛ) 

ＩＴプラットフォームセールス本部長 

兼 ＩＴプラットフォームセールス本部 

営業統括部長 

ＩＴプラットフォームセールス本部長 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 

クラウドプラットフォーム本部 

ＯＳＳソリューション部長 

ＩＴプラットフォームセールス本部 

営業統括部長 

村田 士朗 

(ﾑﾗﾀ ｼﾛｳ) 

ネットワークソリューション本部 

ネットワークソリューション第一部長 

エッジコンピューティング本部 

ネットワークインテグレーション部長 

渡邉 裕幸 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ) 

ネットワークソリューション本部 

ネットワークソリューション第二部長 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント第二部長 

阿部 文裕 

(ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ) 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント部長 

システムマネジメント第一本部 

システムマネジメント第一部長 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

システムマネジメント第一本部 

ＯＡ基盤ソリューション部長 

エッジコンピューティング本部 

エッジプラットフォームソリューション部

長 

 

＜ユーエックス・システムズ株式会社＞ 

１．人事異動（2019年 10月１日付） 

（１）役員人事 

(新役位) （氏名） (現役位) 

取締役 
澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 
新任 

監査役 
田村 誠二 

 (ﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ) 
新任 

なお、現在取締役の浜野 直樹、監査役の渡邊 芳樹は 2019年９月 30日付で退任予定です。 

（２）人事異動 

取締役・部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

一ノ瀬 隆 

(ｲﾁﾉｾ ﾀｶｼ) 

代表取締役社長 

兼 テクノロジーサービス本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

ネットワークソリューション本部長 

代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

エッジコンピューティング本部長 

原島 重信 

(ﾊﾗｼﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部長 
新任 

上田 耕介 

(ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ) 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部長 
新任 

井上 恭子 

(ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺ) 

テクノロジーサービス本部 

総務・経理部長 
総務・経理部長 

以上 
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コンサルティング統括本部

デジタルビジネスコンサルティング本部
監査室

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

ＩＰＡ部

データマネジメント部

クラウドソリューション事業部

コラボレーション本部 コラボレーション第一部

テクノロジー統括本部

ＩＴアーキテクチャー本部

デジタルソリューション事業部

デジタルイノベーション本部 データサイエンス・ＡＩ部

データアナリティクス部

ビジネスソリューション事業部

ＥＲＰ本部 ＥＲＰ部

エンタープライズ本部 テクノロジーサービス部

HRテック部

コラボレーション第二部

ＣＲＭ本部 ＣＲＭ部

ソーシャル本部 ソーシャル第一部

ソーシャル第二部

システムインテグレーション部

フィナンシャルデジタル本部 フィナンシャルデジタル第一部

フィナンシャルデジタル第二部

フィナンシャルデジタル第三部

プラットフォームソリューション推進本部 クラウドプラットフォーム推進部

フィナンシャルデジタル第四部

オープンソースソフトウェア事業推進部

大阪事業所

名古屋事業所
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経営統括 働き方改革推進室

法務部

経営企画本部 経営企画部

秘書室

経理統括

経理本部 財務会計部

情報システム本部 情報システム部

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

営業管理部

管理会計本部 管理会計部

人事本部 人事部

総務本部 総務部

テクニカルエンジニアリング部

ITSMソリューション部

サービス開発部

ネットワークソリューション本部 ネットワークソリューション第一部

ネットワークソリューション第二部

ＯＳＳソリューション部

コムチュアネットワーク株式会社

社長 ＩＴプラットフォームセールス本部 営業統括部

クラウドプラットフォーム本部 クラウドプラットフォームソリューション部

マネージド・ソリューション部

教育ビジネス部

ユーエックス・システムズ株式会社

取締役会

社長 テクノロジーサービス第一部テクノロジーサービス本部

システムマネジメント第一本部 システムマネジメント部

Ｊプロジェクト推進部

ＯＡ基盤ソリューション部

システムマネジメント第二本部 システムサービス部

コムチュアデータサイエンス株式会社

取締役会

社長

テクノロジーサービス第二部

コムチュアマーケティング株式会社

取締役会

社長 マーケティング本部 クラウド営業部

総務・経理部


