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2014 年3 月10 日 

株式会社 日立ソリューションズ・ビジネス 

 

2014 年 4 月 1 日付 機構改革・人事異動 
 

１．機構改革 

（１）第１システム事業部を分割し、金融システム事業部と公共システム事業部に再編する。 

（２）第２システム事業部を名称変更し、産業システム事業部とする。 

（３）産業システム事業部とプロダクトシステム事業部に企画部を新設する。 

（４）株式会社ピスク(司法書士市場向け･登記情報事業関連のソフトウェア販売･運用及び保守)との合併に伴い、 

  同社組織を母体としてピスク事業部を新設する。 

（５）システム構築上流工程でのソリューション支援部門を集約し、アドバンストソリューション支援センタを新設する。 

 

2．人事異動                                         （注）アンダーラインは新任を示す。 

新 職 旧 職 氏 名 

 執行役員  (株)日立ソリューションズ  ｲｼｹﾞﾀﾞﾆ ｷﾖｼ 

 総合企画本部長  社会・公共システム事業本部  石下谷 清 

   企画本部長   

 総合企画本部  プロダクトシステム事業部  ﾎﾘｴ ﾏｻﾋｻ 

 副本部長  次長  堀江 正久 

      

   営業統括本部  ﾆｼﾉ ﾄｼﾕｷ 

 快作システム事業部長  営業企画本部長  西野 敏行 

      

 快作システム事業部  第２システム事業部  ｾﾄ ｱｷﾋｺ 

 営業部 専任部長  IT コンサルティングセンタ長  瀬戸 昭彦 

      

   (株)日立ソリューションズ  ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖﾊﾙ 

 金融システム事業部長  金融システム事業本部  山本 豊治 

   金融アプリケーション事業部   

   第２本部長   

   (株)日立ソリューションズ  ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 

 金融システム事業部  金融システム事業本部  内山 陽一朗 

 副事業部長  金融システム事業部   

   金融ソリューション本部長   

   担当本部長   

   (株)日立ソリューションズ  ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾄｼ 

 公共システム事業部長  社会・公共システム事業本部  服部 勝利 

   公共システム事業部   

   第２本部長   

 公共システム事業部  第１システム事業部  ﾊﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 

 副事業部長  第４システム部長  林 憲彦 

      

 公共システム事業部  第１システム事業部  ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｵ 

 第１システム部  第３システム部  山本 茂雄 

 専任部長  第１グループ 主任技師   
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 産業システム事業部  第２システム事業部  ｸﾗﾀ ﾕｳｻｸ 

 第１システム部長  第１システム部長  倉田 祐作 

（兼）企画部長     

 産業システム事業部  第１システム事業部  ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 

 第１システム部  第３システム部  石川 淳巳 

 専任部長  専任部長   

 産業システム事業部  第２システム事業部  ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼ  ゙

 第１システム部  第１システム部  久保田 誠司 

 専任部長  第４グループ 主任技師 

 産業システム事業部  第２システム事業部  ﾂｷｵｶ ﾌｼﾞｵ 

 第２システム部  第１システム部  月岡 藤雄 

 専任部長  専任部長   

 プロダクトシステム事業部  プロダクトシステム事業部  ﾖｼｲ ｼｭｳｲﾁ 

 企画部長  クラウドサービス部長  吉井 秀一 

      

 プロダクトシステム事業部  (株)日立ソリューションズ  ｲﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 

 第２プロダクト部  プラットフォームソリューション事業本部  井本 勝広 

 専任部長  ＩＴプラットフォーム事業部   

   ストレージ開発本部 第２部   

   第２グループ グループマネージャ   

 プロダクトシステム事業部  プロダクトシステム事業部  ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 

 クラウドサービス部長  クラウドサービス部  武内 敏 

   専任部長   

   (株)ピスク  ｶﾀﾔﾏ ﾏｺﾄ 

 社長付  代表取締役 取締役社長  片山 誠 

      

     ﾊﾅｵｶ ﾃﾂﾛｳ 

 ピスク事業部長  快作システム事業部長  花岡 哲郎 

      

   営業統括本部  ﾌｼﾞｲｹ ﾄｷｵ 

 ピスク事業部  パートナー営業本部長付  藤池 時夫 

 事業主管  (兼)(株)ピスク マーケティング本部長   

    （兼）第二営業部長   

 ビジネスサポート本部  ビジネスサポート本部 次長  ﾐﾔﾓﾄ  ﾏｻﾉﾘ 

 副本部長  (兼)(株)ピスク 管理本部長  宮本 政憲 

（兼）ピスク事業部 事業主管   （兼）総務部長   

 ピスク事業部  (株)ピスク マーケティング本部  ｲﾄｳ  ｱｷﾖｼ 

 企画部長  マーケティングセンタ長  伊藤 晃好 

  （兼）マーケティング本部員   

 ピスク事業部  (株)ピスク マーケティング本部  ｵｵﾓﾘ ﾀｶｵ   

 営業部長  第一営業部長  大森 貴夫 

      

 ピスク事業部  (株)ピスク マーケティング本部  ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 

 営業部 副部長  第二営業部 副部長  山下 博之 

      

 ピスク事業部  プロダクトシステム事業部  ｱｻﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 

 システム部長  第３プロダクト部  浅野 孝一郎 

（兼）プロダクトシステム事業部  専任部長   

   第３プロダクト部 専任部長     
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新 職 旧 職 氏 名 

 ピスク事業部  (株)ピスク マーケティング本部  ｽｴﾖｼ ﾋﾛｼ 

 システム部 専任部長  システムサポート部長  末吉 弘史 

      

 ピスク事業部  (株)ピスク マーケティング本部  ｷﾑﾗ  ﾋﾛﾕｷ 

 システム部 専任部長  システムサポート部 専任部長  木村 博之 

（兼）企画部 専任部長     

 ピスク事業部  (株)ピスク 管理本部  ﾜｶｳﾐ ﾄﾓﾕｷ 

 業務サポート部長   業務部長  若海 智行 

      

 アドバンストソリューション  第１システム事業部  ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 

 支援センタ長  第３システム部  鈴木 正一 

   専任部長   

   営業統括本部長  ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 

 営業統括本部長 （兼）ソリューション営業本部長  田中 厚 

      

 営業統括本部  営業統括本部  ﾜﾀ  ゙ ﾋﾃﾞｷ 

 営業企画部長  ソリューション営業本部  和田 秀樹 

   第２営業部長   

 営業統括本部  営業統括本部 営業企画本部  ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 

 営業企画部  営業企画部  長谷川 敬 

 専任部長  専任部長   

 営業統括本部  営業統括本部  ﾄｶﾞｼ ﾀｶｼ 

 ソリューション営業本部長  ソリューション営業本部  富樫 孝史 

   第１営業部長   

 営業統括本部  営業統括本部  ﾏﾂｲ ｹｲﾔ 

 ソリューション営業本部  パートナー営業本部  松井 圭也 

 第１営業部長  第２営業部 専任部長   

 営業統括本部  (株)日立製作所 情報･通信システム社  ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｼ  ゙

 ソリューション営業本部  ネットワーク営業統括本部  西村 良司 

 第２営業部長  ＮＴＴ営業本部員   

 営業統括本部  営業統括本部  ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾛｳ 

 ソリューション営業本部  パートナー営業本部  橋口 海郎 

 第４営業部長  第１営業部長   

 営業統括本部  (株)日立ソリューションズ  ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｼ 

 パートナー営業本部  営業統括本部  栗原 雅司 

 第１営業部長  プロダクトソリューション第２営業本部   

   第１部長   

 

 

＜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：岡沼、吉野 

TEL：045-224-6155     FAX：045-224-6119 

以 上 


