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2015年3月11日 

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

 

2015年 4月 1日付 機構改革・人事異動 
 

 

１． 機構改革 

（１） 経営企画本部 

① 経営企画部を分割し、事業企画部を新設する。 

（２） 営業統括本部 

① 業種別営業体制に改編し、産業、流通、通信系を担当するソリューション第1営業本部、金融、公共、

社会系を担当するソリューション第2営業本部、読売Ｇｒ.他販社対応のソリューション第3営業本部と

する。 

② ピスク本部の営業部門を移管し、サムポローニア営業本部を新設する。 

（３） 金融統括本部 

① 企画本部を新設する。 

② 銀行系を担当する第1ソリューション本部、証券系を担当する第2ソリューション本部、アプリケーシ

ョン系を担当する第3ソリューション本部に再編する。 

（４） 社会・公共統括本部 

① 企画部を新設する。 

（５） 産業・流通統括本部 

① 企画本部を新設する。 

② プラットフォーム事業拡大のため、第4ソリューション本部を新設する。 

（６） プロダクト統括本部 

① ピスク本部を廃止し、営業部を営業統括本部へ、システム部を第2ソリューション本部第3部へ移管

する。 

② アドバンストソリューション支援センタを技術統括本部品質保証本部へ移管する。 

（７） 関西・中部統括本部 

① 関西ソリューション本部第2部を、医薬、社会、自治体対応の第2部と、産業・流通、パッケージ、外

販対応の第3部に分割する。 

② 現在の関西ソリューション本部第3部を名称変更し第4部とする。 

（８） 技術統括本部 

① 現在の第1品質保証部を全社品質保証担当部門として名称変更し、ＱＡセンタとする。 

② プロダクト統括本部から移管したアドバンストソリューション支援センタを名称変更し、第3品質保証

部とする。 

③ 技術本部を名称変更し、プロジェクトマネジメント本部とする。 
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④ プロジェクト管理部を名称変更し、プロジェクトマネジメント推進部とする。 

⑤ ノウハウの形式知化と技術マップ整備のため、ナレッジマネジメント本部を新設する。 

（９） 業務統括本部 

① 現在の第1業務部を名称変更し、日立業務部とする。 

② 現在の第2業務部を名称変更し、管理業務部とする。 

   （１０）コーポレートサポート本部 

①  地域連携推進センタを廃止する。 

 

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

新  職 現  職 氏  名 

経営企画本部 経営企画部長 経営企画本部 経営企画部 担当部長 
ｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ 

甲斐 浩二郎 

経営企画本部 事業企画部長 経営企画本部 経営企画部長 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 

谷口 昌明 

執行役員 

営業統括本部長 

（（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 

執行役員 営業統括本部 

副統括本部長 

ｲｼｶﾜ ﾔｽｵ 

石川 康夫 

営業統括本部 営業企画部長 
営業統括本部 ソリューション第２営業本部 

第３営業部長 

ﾔﾏｶﾐ ｺｳｲﾁ 

山上 幸一 

営業統括本部 営業企画部 担当部長 
営業統括本部 営業企画部 第１グループ  

部長代理 

ﾓﾝﾏ ｵｻﾑ 

門馬 敦 

営業統括本部 ソリューション第１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 産業・流通営業本部 

担当本部長 

ﾓﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 

門田 真典 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部  

担当本部長 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部長 

(兼)ソリューション第１営業本部 第１営業部長 

ﾌｸｵｶ ﾔｽﾏｻ 

福岡 保正 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部  

第１営業部長 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部  

第４営業部長 

ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾛｳ 

橋口 海郎 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部  

第２営業部長 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部  

第２営業部 第１グループ 部長代理 

ﾅｶｸﾏ ﾕｳｽｹ 

中熊 祐介 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部  

第３営業部長 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部 

関西営業部長 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 

小林 正明 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部長 
営業統括本部 ソリューション第２営業本部長 

(兼)ソリューション第２営業本部 第２営業部長 

ﾄｶﾞｼ ﾀｶｼ 

富樫 孝史 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部  

第２営業部長 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部 

第２営業部長 

ﾎｿｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ 

細川 茂幸 

営業統括本部 ソリューション第３営業本部長 

(兼)サムポローニア営業本部長 

（（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  

ハイブリッドインテグレーションセンタ 

副センタ長 

ﾂﾁﾑﾗ ﾏｻｵ 

土村 昌夫 

営業統括本部 ソリューション第３営業本部  

第１営業部長 

営業統括本部 パートナー営業本部  

第２営業部長 

ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 

西村 良司 

営業統括本部 ソリューション第３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  

第１営業部長 

ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｼ 

栗原 雅司 
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新  職 現  職 氏  名 

営業統括本部 サムポローニア営業本部  

サムポローニア営業部長 
プロダクト統括本部 ピスク本部 営業部長 

ｵｵﾓﾘ ﾀｶｵ 

大森 貴夫 

営業統括本部 サムポローニア営業本部  

サムポローニア営業部 担当部長 

プロダクト統括本部 ピスク本部 営業部  

担当部長 

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 

山下 博之 

金融統括本部 副統括本部長 
金融統括本部 副統括本部長 

(兼)金融統括本部 第３ソリューション本部長 

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖﾊﾙ 

山本 豊治 

金融統括本部 企画本部 事業企画部長 

(兼)企画本部 事業支援部長 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第１部長 

ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 

金森 正洋 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第２部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第１部長 

ﾊｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 

橋田 和浩 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第２部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより転入） 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第１部 第３グループ 主任技師 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ﾑﾛｿﾞﾉ ｹｲﾀ 

室園 慶太 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第３部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第２部長 

ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 

吉田 敏昭 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第３部 担当部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第２部 担当部長 

ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｼ 

松田 圭司 

金融統括本部 第２ソリューション本部長 

(兼)金融統括本部 企画本部長 
金融統括本部 第２ソリューション本部長 

ｲﾜｻ ｼｮｳｿﾞｳ 

岩佐 尚三 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第１部長 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第１部 担当部長 

ｱﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 

天田 博之 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第３部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第３部長 

ｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 

伊藤 公裕 

金融統括本部 第３ソリューション本部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

副本部長 

(兼)第３ソリューション本部 企画部長 

ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 

内山 陽一朗 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

担当本部長 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

担当本部長 

ｻﾜｲ ﾌﾐｱｷ 

沢井 文昭 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

担当本部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第２部長 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 

小林 義行 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第１部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第３部長 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 

中島 孝志 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第１部 担当部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部  

第３部 担当部長 

ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 

関口 忠志 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第２部長 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第３部長 

ｸﾗﾁ ﾅｵﾄ 

倉地 直人 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第２部 担当部長 

金融統括本部 第２ソリューション本部  

第３部 担当部長 

ｻｲﾄｳ ﾓﾘﾋﾄ 

斎藤 守仁 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第３部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第２部 担当部長 

ﾅｶｵ ﾉﾌﾞﾕｷ 

中尾 伸幸 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第３部 担当部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部  

第１部 担当部長 

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 

山本 康一 

社会・公共統括本部 副統括本部長 
社会・公共統括本部  

公共ソリューション第２本部長 

ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾄｼ 

服部 勝利 
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新  職 現  職 氏  名 

社会・公共統括本部 企画部長 社会・公共統括本部 主管技師 
ｵｵﾀ ﾀｶﾋｺ 

太田 隆比幸 

社会・公共統括本部  

公共ソリューション第１本部長 

社会・公共統括本部  

公共ソリューション第１本部 副本部長 

ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 

島田 稔 

社会・公共統括本部  

公共ソリューション第２本部長 

社会・公共統括本部  

公共ソリューション第２本部 担当本部長 

(兼)公共ソリューション第２本部 企画部長 

ﾊﾔｼ ﾉﾘﾋｺ 

林 憲彦 

社会・公共統括本部  

公共ソリューション第２本部 第３部 担当部長 

社会・公共統括本部 公共ソリューション 

第２本部 第３部 第２グループ 主任技師 

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 

山本 輝彦 

執行役員 

産業・流通統括本部長 

執行役員 

産業・流通統括本部長 

(兼)産業・流通統括本部  

第１ソリューション本部長 

ｶｻｲ ｶｽﾞﾕｷ 

笠井 和幸 

産業・流通統括本部 企画本部長 

(兼)第３ソリューション本部長 

産業・流通統括本部  

第３ソリューション本部長 

(兼)第３ソリューション本部 企画部長 

ｸﾗﾀ ﾕｳｻｸ 

倉田 祐作 

産業・流通統括本部 企画本部 企画部長 
産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 

企画部 主任技師 

ﾏﾂｵ ﾖｼﾉﾘ 

松尾 美典 

産業・流通統括本部 企画本部 企画部  

担当部長 
産業・流通統括本部 担当部長 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ 

望月 正明 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部長 

(兼)企画本部 副本部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部 

副本部長 

ﾋﾛｻﾜ ｽｽﾑ 

広沢 勧 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部  

第１部長 

（（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 第１ソリューション本部 

第１部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ 

吉田 真 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部  

第２部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部 

第１部長 

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 

岡崎 浩志 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部  

第２部 担当部長 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部 

第１部 担当部長 

ﾄﾖﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 

豊本 英文 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部  

第２部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部 

第２部長 

ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 

原田 宜則 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部  

第２部 担当部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部 

第２部 担当部長 

ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ 

高橋 牧夫 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部  

第１部 担当部長 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 

第１部 第３グループ 主任技師 

ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 

金盛 光玲 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部長 

(兼)第４ソリューション本部 第１部長 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部 

担当本部長 

(兼)第２ソリューション本部 第２部長 

ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 

竹内 嘉伸 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  

副本部長 

（（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 

産業・流通システム事業本部 

ビジネスソリューション事業部 

ビジネス・プラットフォーム本部 担当本部長 

ﾓﾘ ｱﾂｼ 

森 淳 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  

第１部 担当部長 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部 

第２部 担当部長 

ﾄﾗｸﾏ ｶﾂﾐ 

虎熊 克 
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新  職 現  職 氏  名 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  

第２部長 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 

第３部長 

ｽｷﾞｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 

杉崎 茂 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  

第２部 担当部長 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 

第３部 担当部長 

ﾂｷｵｶ ﾌｼﾞｵ 

月岡 藤雄 

プロダクト統括本部 副統括本部長 

(兼)プロダクト統括本部  

第１ソリューション本部長 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部長 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 

木下 博文 

プロダクト統括本部 企画部長 
プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

企画部長 

ﾖｼｲ ｼｭｳｲﾁ 

吉井 秀一 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

第３部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

第３部長 

ﾎﾘｿﾞｴ ﾀｹｼ 

堀添 毅 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

第３部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

（株）日立ソリューションズ 

社会・公共システム事業本部 

社会システム第２事業部 

通信サービス本部 第1部長 

ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾅｵ 

岡島 広直 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

第４部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

第２部長 

ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 

大石 康弘 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

第４部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより転入） 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

第２部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ｲﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 

井本 勝広 

プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

主管技師 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

主管技師 

ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞｵ 

小倉 一夫 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

担当本部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

（株）日立ソリューションズ 

プラットフォームソリューション事業本部 

ＩＴプラットフォーム事業部 

社会インフラ基盤本部 第４部長 

ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 

外山 和良 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第１部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

第１部長 

(兼)第２ソリューション本部 第３部 担当部長 

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾌﾞ 

山口 俊信 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第１部 担当部長 

(兼)第２ソリューション本部 第３部 担当部長 

プロダクト統括本部 ピスク本部  

システム部長 

(兼)第２ソリューション本部 第３部 担当部長 

ｱｻﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 

浅野 孝一郎 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第２部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

クラウドサービス部長 

ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 

武内 敏 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第２部 担当部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

クラウドサービス部 担当部長 

ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 

菅原 伸次 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第３部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

第３部 担当部長 

ﾀｹﾊﾗ ﾌﾐｺ 

竹原 文子 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第３部 担当部長 

プロダクト統括本部 ピスク本部  

システム部 担当部長 

ｽｴﾖｼ ﾋﾛｼ 

末吉 弘史 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  

第３部 担当部長 
プロダクト統括本部 ピスク本部 企画部長 

ﾜｶｳﾐ ﾄﾓﾕｷ 

若海 智行 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部  

営業部 担当部長 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 

営業部 担当部長 

(兼)企画部 担当部長 

ｼｵﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 

塩田 俊文 
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プロダクト統括本部 快作ソリューション本部  

第１システム部 担当部長 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 

営業部 担当部長 

(兼)第１システム部 担当部長 

ｵｸｲ ｺｳｽｹ 

奥井 耕介 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部  

第２システム部長 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 

企画部長 

ｵｵｾ ｶｽﾞﾔ 

大瀬 和也 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部  

第２システム部 担当部長 

(兼)金融統括本部 第３ソリューション本部  

金融ソリューション部 担当部長 

(兼)業務統括本部 調達本部 IP推進センタ員 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 

第２システム部長 

(兼)金融統括本部 第３ソリューション本部  

金融ソリューション部 担当部長 

(兼)業務統括本部 調達本部 IP推進センタ員 

ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 

坂本 英昭 

関西・中部統括本部長 

関西・中部統括本部 副統括本部長 

(兼)関西・中部統括本部  

中部ソリューション本部長 

ｱｲｻﾞｷ ｺｳｾｲ 

相崎 康成 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部長 

関西・中部統括本部  

関西ソリューション本部長 

(兼)関西ソリューション本部 第２部長 

ｵｵｶﾜ ﾖｼﾋｺ 

大川 善彦 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

担当本部長 

(兼)関西ソリューション本部 第４部長 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

担当本部長 

(兼)関西ソリューション本部 第３部長 

ﾄｳｹﾞ ﾃﾂｼﾞ 

塔下 哲司 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

第３部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

第２部 第３グループ 主任技師 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ｸﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 

桑原 秀明 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

第２部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 

第２部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 

長澤 亨 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部長 

（（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 

産業・流通システム事業本部 

グローバル推進本部長 

ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 

田中 雅則 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第１部 担当部長 

（（株）日立製作所より転入） 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第１部 担当部長 

（（株）日立製作所より出向受入） 

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ 

藤原 秀文 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第１部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより転入） 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第１部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻﾄ 

宮崎 久東 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第２部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより転入） 

関西・中部統括本部 中部ソリューション本部 

第２部 担当部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

ｻﾜｷ ﾄｼﾕｷ 

澤木 俊幸 

技術統括本部 品質保証本部 ＱＡセンタ 部長 
技術統括本部 品質保証本部  

第１品質保証部長 

ｶﾂﾗ ﾖｼﾛｳ 

桂 善郎 

技術統括本部 品質保証本部  

第１品質保証部長 

技術統括本部 品質保証本部  

第２品質保証部長 

ｴｷﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸ  ゙

驛田 英次 

技術統括本部 品質保証本部  

第２品質保証部長 

技術統括本部 品質保証本部  

第３品質保証部長 

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 

柴田 彰三 

技術統括本部 品質保証本部  

第３品質保証部長 

プロダクト統括本部 第２ソリューション本部 

アドバンストソリューション支援センタ長 

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 

鈴木 正一 
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技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部  

プロジェクトマネジメント推進部長 

技術統括本部 技術本部  

プロジェクト管理部長 

ｵﾀﾞｸﾗ ﾕﾀｶ 

小田倉 豊 

技術統括本部 ナレッジマネジメント本部長 プロダクト統括本部 ピスク本部長 
ﾊﾅｵｶ ﾃﾂﾛｳ 

花岡 哲郎 

技術統括本部 ナレッジマネジメント本部  

担当本部長 

(兼)技術開発部長 

技術統括本部 技術本部 担当本部長 

(兼)技術開発部長 

ﾄｻﾞﾜ ｱｷﾗ 

戸澤 昭 

技術統括本部 ナレッジマネジメント本部  

担当本部長 

コーポレートサポート本部 担当本部長 

(兼)コーポレートサポート本部 地域連携推進

センタ長 

ｺﾝﾉ ﾋﾄｼ 

金野 仁 

業務統括本部 副統括本部長 
業務統括本部 業務本部長 

(兼)業務本部 事務センタ長 

ｲﾅｷﾞ ﾐﾕｷ 

稲木 みゆき 

業務統括本部 業務本部長 

(兼)業務本部 事務センタ長 
営業統括本部 営業企画部長 

ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 

和田 秀樹 

業務統括本部 業務本部 日立業務部長 業務統括本部 業務本部 第１業務部長 
ﾐｳﾗ ﾏｻﾋｺ 

三浦 雅彦 

業務統括本部 業務本部 日立業務部  

担当部長 

業務統括本部 業務本部 第１業務部  

担当部長 

ｵｲｼﾞ ｶﾂｼｹﾞ 

生地 克成 

業務統括本部 業務本部 管理業務部長 業務統括本部 業務本部 第２業務部長 
ｶﾒﾔﾏ ﾀｶｼ 

亀山 尚史 

業務統括本部 調達本部 担当本部長 

（（株）日立ソリューションズより出向受入） 

（株）日立ソリューションズ 

調達統括本部 ソフト調達部 

担当部長 

ｸﾏｻﾞﾜ ｼｹﾞﾊﾙ 

熊澤 重春 

人財本部 担当本部長 

(兼)営業統括本部 サムポローニア営業本部 

事業主管 

人財本部 担当本部長 

(兼)プロダクト統括本部 ピスク本部 事業主管 

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 

宮本 政憲 

人財本部 人財開発部長 

(兼)技術統括本部 ナレッジマネジメント本部 

部長 

人財本部 人財開発部長 
ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾄｼ 

藤田 和敏 

輸出管理センタ長（本部長） 

(兼)技術統括本部 ナレッジマネジメント本部 

担当本部長 

(兼)業務統括本部 調達本部 IP推進センタ長 

輸出管理センタ長（本部長） 

(兼)業務統括本部 調達本部 IP推進センタ長 

ｺﾀﾂ ﾉﾌﾞｵ 

小辰 信夫 
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