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2013 年3 月13 日 

株式会社 日立ソリューションズ・ビジネス 

 

2013 年 4 月 1 日付 機構改革・人事異動 

 

１．機構改革 

（１）総合企画本部に技術管理部(知的財産権管理纏め)を新設する。 

（２）快作ソリューションの拡販力、製品開発力、対応力を強化するため、快作システム事業部 (快作ソリューション 

事業の推進)を新設する。 

同事業部に企画部(事業戦略･予算/業績管理)、営業部(営業・プレＳＥ)、システム部(ＳＩ取り纏め)、製品開発部 

(快作シリーズプロダクト全体取り纏め)を新設する。 

（３）第２システム事業部の第１システム部、第３システム部、エンジニアリング部を再編し、第１システム部(産業/ 

流通対応)、第２システム部(インフラ対応)とする。 

（４）サービス事業のプロフィット化と規模拡大を推進するため、プロダクトシステム事業部にクラウドサービス部を 

新設する。 

（５）ソリューション営業本部のソリューション第１営業部とソリューション第２営業部を再編し、第１営業部(内販対応) 

と第２営業部(システム開発､インフラ構築､プライム顧客対応)とする。 

（６）パートナー営業本部のパートナー第１営業部とパッケージ営業部を統合し、第１営業部 (パッケージﾞ間接販 

売､クラウドサービス/新サービス関連営業)とする。 

（７）パートナー営業本部のパートナー第２営業部を名称変更し、第２営業部(よみうりコンピュータ､ピスク､ 

ジェイ エスキューブ等 専売販社対応)とする。 

 

2．人事異動  

新  職 旧  職 氏  名 

快作システム事業部長 快作統括センタ長 

（兼）プロダクトシステム事業部 

副事業部長 

ﾊﾅｵｶ ﾃﾂﾛｳ 

花岡 哲郎 

営業統括本部 

パートナー営業本部長 

（兼）快作システム事業部 

副事業部長［営業統括担当］ 

営業統括本部 

パートナー営業本部長 

（兼）快作統括センタ 

副統括センタ長 

ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ 

高橋 茂樹 

営業統括本部 

営業企画本部長 

（兼）営業企画部長 

（兼）快作システム事業部 

副事業部長［開発統括担当］ 

営業統括本部 

営業企画本部長 

（兼）営業企画部長 

（兼）快作統括センタ 

副統括センタ長 

ﾆｼﾉ ﾄｼﾕｷ 

西野 敏行 
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新  職 旧  職 氏  名 

快作システム事業部 

企画部長 

 

第２システム事業部 

第３システム部長 

（兼）快作統括センタ 部長 

ｵｵｾ ｶｽﾞﾔ 

大瀬 和也 

快作システム事業部 

営業部長 

 

営業統括本部 パートナー営業本部 

パートナー第１営業部長 

（兼）快作統括センタ 部長 

ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾞﾝ 

藤森 仁 

第２システム事業部 

IT コンサルティングセンタ長 

（兼）快作システム事業部 

営業部 専任部長 

第２システム事業部 

IT コンサルティングセンタ長 

（兼）快作統括センタ 部長 

 

ｾﾄ ｱｷﾋｺ 

瀬戸 昭彦 

快作システム事業部 

システム部長 

 

 

快作統括センタ 

部長［ソリューションＳＩ統括担当］ 

（兼）プロダクトシステム事業部 

第３プロダクト部 専任部長 

ｼｵﾀ  ゙ ﾄｼﾌﾐ 

塩田 俊文 

快作システム事業部 

システム部 

専任部長 

快作統括センタ 

部長［ソリューションＳＩ統括担当］ 

（兼）第２システム事業部 

第１システム部 専任部長 

ｵｸｲ ｺｳｽｹ 

奥井 耕介 

快作システム事業部 

製品開発部長 

 

快作統括センタ 

部長［開発統括担当］ 

（兼）プロダクトシステム事業部 

第５プロダクト部長 

ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 

坂本 英昭 

第１システム事業部長 － 
ｶﾐ ﾏｻﾕｷ 

上 政之 

第１システム事業部 

第４システム部 

専任部長 

プロダクトシステム事業部 

第３プロダクト部 

専任部長 

ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 

鈴木 誠司 

(第２システム事業部長を解く) 第２システム事業部長 
ｲﾏｲ ｵｻﾑ 

今井 治 

第２システム事業部長 第１システム事業部長 
ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 

森尻 芳弘 
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新  職 旧  職 氏  名 

第２システム事業部 

第１システム部 

専任部長 

第２システム事業部 

第３システム部 

専任部長 

ﾂｷｵｶ ﾌｼﾞｵ 

月岡 藤雄 

第２システム事業部 

第２システム部長 

第２システム事業部 

エンジニアリング部 

専任部長 

ｽｷﾞｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 

杉崎 茂 

プロダクトシステム事業部 

第３プロダクト部 

専任部長 

プロダクトシステム事業部 

第３プロダクト部 

第２グループ 主任技師 

ｱｻﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 

浅野 孝一郎 

プロダクトシステム事業部 

クラウドサービス部長 

 

サービス事業推進センタ長 

ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼ  ゙

菅原 伸次 

プロダクトシステム事業部 

クラウドサービス部 

専任部長 

第２システム事業部 

エンジニアリング部長 

ﾖｼｲ ｼｭｳｲﾁ 

吉井 秀一 

((株)よみうりコンピュータ転出) 営業統括本部長 
ﾔｽｲ ﾂﾈｱｷ 

安井 恒明 

（2013 年3 月31 日付 退任） 
営業統括本部 

ソリューション営業本部長 

ﾄﾂﾞｶ ﾀﾐｵ 

戸塚 民生 

営業統括本部長 

（兼）ソリューション営業本部長 

（(株)日立ソリューションズより転入） 

(株)日立ソリューションズ 

営業統括本部 

通信・サービス営業本部長 

ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 

田中 厚 

営業統括本部 

ソリューション営業本部 

第１営業部長 

（(株)日立ソリューションズより転入） 

(株)日立ソリューションズ 

営業統括本部 

銀行営業本部 企画部長 

ﾄｶﾞｼ ﾀｶｼ 

富樫 孝史 

営業統括本部 

ソリューション営業本部 

第１営業部 専任部長 

営業統括本部 ソリューション営業本部 

ソリューション第２営業部長 

ﾔﾏｶﾐ ｺｳｲﾁ 

山上 幸一 

営業統括本部 

ソリューション営業本部 

第２営業部長 

営業統括本部 ソリューション営業本部 

ソリューション第１営業部長 

ﾜﾀ  ゙ ﾋﾃﾞｷ 

和田 秀樹 
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新  職 旧  職 氏  名 

営業統括本部 

パートナー営業本部 

第１営業部長 

（(株)日立ソリューションズより転入） 

(株)日立ソリューションズ 

営業統括本部 

産業営業本部 第２部 担当部長 

ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾛｳ 

橋口 海郎 

営業統括本部 

パートナー営業本部 

第１営業部 専任部長 

営業統括本部 パートナー営業本部 

パッケージ営業部長 

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾅｵﾋｺ 

藤山 直彦 

営業統括本部 

パートナー営業本部 

第２営業部長 

営業統括本部 パートナー営業本部 

パートナー第２営業部長 

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾌ  ゙

髙橋 正信 

業務本部長 
業務本部長 

（兼）業務部長 

ｲﾅｷ  ゙ ﾐﾕｷ 

稲木 みゆき 

業務本部 

業務部長 

経理部 

会計グループ 部長代理 

ｶﾒﾔﾏ ﾀｶｼ 

亀山 尚史 

（注）アンダーラインは新任を示す。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社 日立ソリューションズ・ビジネス 総務部 担当：宇田川、納富 

TEL：045-224-6111     FAX：045-224-6119 

以上 

 


