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2014年12月4日 

株式会社日立ソリューションズ・ビジネス 

株式会社日立ソリューションズ・ネクサス 

 

株式会社日立ソリューションズ・クリエイトの機構改革・会社人事について 

 

１．機構改革 （2015年1月1日付）  

株式会社日立ソリューションズ・ビジネス（本社：神奈川県横浜市、取締役社長：大西 博久、以下日立ソリューション 

ズ・ビジネス）及び株式会社日立ソリューションズ・ネクサス（本社：東京都品川区、取締役社長：橋本 順治、以下日立 

ソリューションズ・ネクサス）は、2015年1月1日に合併により株式会社日立ソリューションズ・クリエイト(以下日立ソリュ 

ーションズ・クリエイト)を発足致します。 

  これに伴い、日立ソリューションズ・クリエイトとして別紙の通り機構改革を行います。（別紙参照） 

 

2．人事異動 （2015年1月1日付）  

  上記機構改革に伴い、日立ソリューションズ・クリエイトとして下記の通り人事異動を行います。 

 

【経営企画本部】                                       

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ビジネス  ｲｼｹﾞﾀﾞﾆ ｷﾖｼ 

 経営企画本部長  執行役員  石下谷 清 

   総合企画本部長   

 
 日立ソリューションズ・ビジネス  ｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾛ 

 経営企画本部 副本部長  総合企画本部 副本部長  鎌田 義弘 

      

 

【営業統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員 日立ソリューションズ・ビジネス  ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 

 営業統括本部長  執行役員  田中 厚 

   営業統括本部長   

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾐﾖｼ ﾊﾙｷ 

 営業統括本部 副統括本部長  執行役員  三好 春樹 

 
 営業統括本部長   

 営業統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾌｸｵｶ ﾔｽﾏｻ 

 ソリューション第１営業本部長  営業統括本部  福岡 保正 

   東京営業本部長   

 営業統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾄｶﾞｼ ﾀｶｼ 

 ソリューション第２営業本部長  営業統括本部  富樫 孝史 

   ソリューション営業本部長   

 営業統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ 

 パートナー営業本部長  営業統括本部  高橋 茂樹 

   パートナー営業本部長   
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【金融統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾏﾂｲ ｷﾖﾕｷ 

 金融統括本部長  執行役員  松井 清行 

   金融ソリューション統括本部長   

 金融統括本部 副統括本部長  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖﾊﾙ 

（兼）第３ソリューション本部長  金融システム事業部長  山本 豊治 

 
    

 金融統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ  ゙

 第１ソリューション本部長  第１金融ソリューション本部長  内山 正治 

      

 金融統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｲﾜｻ ｼｮｳｿﾞｳ 

 第２ソリューション本部長  第２金融ソリューション本部長 岩佐 尚三 

  
 

  

 金融統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｻﾜｲ ﾌﾐｱｷ 

 第２ソリューション本部 担当本部長 第２金融ソリューション本部 担当本部長  沢井 文昭 

      

 金融統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 

 第３ソリューション本部 副本部長  金融システム事業部 副事業部長  内山 陽一朗 

      

 
【社会・公共統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 

 社会・公共統括本部長  執行役員  森尻 芳弘 

   産業システム事業部長   

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 

 社会・公共統括本部 副統括本部長  執行役員  西山 宏 

（兼）公共ソリューション第１本部長 社会・公共ソリューション統括本部長 
 

 
 （兼）第２社会・公共ソリューション本部長   

 社会・公共統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾅﾝﾘ ﾂﾄﾑ 

 社会ソリューション第１本部長  第１社会・公共ソリューション本部長  南里 勉 

      

 社会・公共統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｼﾏﾀ  ゙ ﾐﾉﾙ 

 公共ソリューション第１本部 副本部長  第２社会・公共ソリューション本部 副本部長  島田 稔 

      

 社会・公共統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾄｼ 

 公共ソリューション第２本部長 公共システム事業部長  服部 勝利 

      

 社会・公共統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾊﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 

 公共ソリューション第２本部 担当本部長  公共システム事業部 副事業部長  林 憲彦 
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【産業・流通統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ｶｻｲ ｶｽﾞﾕｷ 

 産業・流通統括本部長  執行役員  笠井 和幸 

（兼）第１ソリューション本部長 産業・流通ソリューション統括本部長 
 

   （兼）第１産業・流通ソリューション本部長   

 産業・流通統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾋﾛｻﾜ ｽｽﾑ 

第１ソリューション本部 副本部長  第１産業・流通ソリューション本部 副本部長  広沢 勧 

 
    

 産業・流通統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 

 第２ソリューション本部長  第２産業・流通ソリューション本部長  中嶋 義弘 

 （但し(株)日立ソリューションズより出向受入）  （但し(株)日立ソリューションズより出向受入）   

 産業・流通統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾌ  ゙

 第２ソリューション本部 担当本部長  第２産業・流通ソリューション本部 担当本部長 竹内 嘉伸 

  
 

  

 産業・流通統括本部 日立ソリューションズ・ビジネス ｸﾗﾀ ﾕｳｻｸ 

 第３ソリューション本部長 産業システム事業部 副事業部長  倉田 祐作 

      

 

【プロダクト統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ビジネス  ｻﾝｺﾀ  ゙ ｹﾝｲﾁ 

プロダクト統括本部長  執行役員  三小田 健一 

 （兼）第２ソリューション本部長  プロダクトシステム事業部長   

 プロダクト統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 

第１ソリューション本部長  プロダクトソリューション本部長  木下 博文 

 
    

 プロダクト統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾆｼﾉ ﾄｼﾕｷ 

 快作ソリューション本部長  快作システム事業部長  西野 敏行 

      

 プロダクト統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾊﾅｵｶ ﾃﾂﾛｳ 

 ピスク本部長  ピスク事業部長 花岡 哲郎 

  
 

  

 プロダクト統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾌｼﾞｲｹ ﾄｷｵ 

 ピスク本部 事業主管 ピスク事業部 事業主管  藤池 時夫 

      

 

【関西・中部統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 取締役 常務執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾊﾀﾔ  ｺｳｼ  ゙

（兼）関西・中部統括本部長  取締役 常務執行役員  畑矢 幸士 

 
    

 関西・中部統括本部 副統括本部長  日立ソリューションズ・ネクサス  ｱｲｻﾞｷ ｺｳｾｲ 

（兼）中部ソリューション本部長  関西・中部ソリューション統括本部長  相崎 康成 

 
 （兼）中部ソリューション本部長   

 関西・中部統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｵｵｶﾜ  ﾖｼﾋｺ 

 関西ソリューション本部長  関西・中部ソリューション統括本部  大川 善彦 

   関西ソリューション本部長   

 関西・中部統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾄｳｹ  ゙  ﾃﾂｼ  ゙

 関西ソリューション本部 担当本部長  関西・中部ソリューション統括本部 塔下 哲司 

  関西ソリューション本部 担当本部長   
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【技術統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾑﾗﾓﾄ ｼﾝｼ  ゙

技術統括本部長  執行役員  村本 眞治 

 （兼）品質保証本部長  経営企画本部長   

 技術統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 

技術本部長  プロジェクト管理本部長  鈴木 誠 

 
    

 技術統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾄｻﾞﾜ ｱｷﾗ 

 技術本部 担当本部長  プロジェクト管理本部 担当本部長  戸澤 昭 

      

 

【業務統括本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶﾂ 

業務統括本部長  取締役 執行役員  山本 寿勝 

（兼）調達本部長  業務サポート本部長 
 

   （兼）品質保証本部長   

 業務統括本部  日立ソリューションズ・ビジネス  ｲﾅｷ  ゙ ﾐﾕｷ 

業務本部長  業務本部長  稲木 みゆき 

 
    

 業務統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾋﾄ 

 ＩＴサポート本部長  ＩＴサポート本部長  松岡 一人 

   （兼）業務サポート本部 副本部長   

 業務統括本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 

 ＩＴサポート本部 副本部長  ＩＴサポート本部 副本部長 藤田 将 

  
 

  

 

【財務本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 取締役 執行役員  日立ソリューションズ・ビジネス  ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 

財務本部長  取締役 執行役員  佐藤 嘉高 

   経理部長   

 財務本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 

副本部長  財務本部長  山本 義幸 

 
    

 

【人財本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ネクサス  ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾁｵ 

人財本部長  執行役員  藤村 幸生 

（兼）コーポレートサポート本部 副本部長  人事総務本部長 
 

   （兼）ＣＳＲ本部長   

 人財本部 担当本部長  日立ソリューションズ・ビジネス  ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 

（兼）プロダクト統括本部  ビジネスサポート本部 副本部長  宮本 政憲 

ピスク本部 事業主管  （兼）ピスク事業部 事業主管   
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【コーポレート・サポート本部】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 執行役員  日立ソリューションズ・ビジネス  ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋｺ 

コーポレートサポート本部長  執行役員  市川 雅彦 

 （兼）人財本部 副本部長  ビジネスサポート本部長   

 コーポレートサポート本部  日立ソリューションズ・ネクサス  ｺﾝﾉ ﾋﾄｼ 

担当本部長  ＣＳＲ本部 副本部長  金野 仁 

 
    

 

【輸出管理センタ(本部相当)】 

日立ソリューションズ・クリエイト新職 現  職 氏  名 

 ［直轄］  日立ソリューションズ・ビジネス  ｺﾀﾂ ﾉﾌﾞｵ 

輸出管理センタ長（本部長相当）  ビジネスサポート本部 副本部長  小辰 信夫 

      

 

以 上 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

 ■株式会社日立ソリューションズ・ビジネス 

担当部署：総務部 文書・広報グループ（担当：岡沼、宇田川） 

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

 

 ■株式会社日立ソリューションズ・ネクサス 

担当部署：人事総務部 総務グループ（担当：升井） 

TEL：03-5780-6809      FAX：03-5780-7630 
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【別紙】

取締役会 監査役会

経営企画本部

営業統括本部 ソリューション第１営業本部

ソリューション第２営業本部

パートナー営業本部

金融統括本部 第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

社会・公共統括本部 社会ソリューション第１本部

公共ソリューション第１本部

公共ソリューション第２本部

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

快作ソリューション本部

ピスク本部

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部

中部ソリューション本部

技術統括本部 品質保証本部

技術本部

業務統括本部 業務本部

ＩＴサポート本部

調達本部

財務本部

人財本部

コーポレートサポート本部

輸出管理センタ

取締役社長
社長執行役員

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 機構図

執行役員


