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2013 年 3 月 19 日 

会 社 名 ＳＣＳＫ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 中井戸 信英 

 （コード番号 9719 東証 第一部） 

問 合 せ 先 広報部長 町田 啓一 

 （TEL. 03-5166-1150） 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

記 

 

１．本部長級人事 

2013 年 4 月 1 日付 

 新役職名 旧役職名 

中村 家久 理事 

産業システム事業部門 

メディアシステム事業本部長 

製造・サービスシステム事業本部 副本部長 

理事 

産業システム事業部門 

メディアシステム事業本部長 

産業システム第一事業本部 副本部長 

 

内山 郁夫 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 副本部長 

車載システム第一部長 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

車載システム事業部長 

 
 

２．部長級人事 

2013 年 4 月 1 日付 

 新役職名 旧役職名 

堂面 聡 事業戦略グループ 

営業戦略企画部 副部長 

事業戦略グループ 

クロスセル推進室 

 

山野 晃 理事 

事業戦略グループ 

ＯＳＳ戦略企画室長 

産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

通信システム第一部長 

理事 

事業戦略グループ 

ＯＳＳ戦略企画室長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

通信システム第一事業部長 

 

松永 和幸 経理グループ 

主計部 副部長 

経理グループ 

主計部 

決算管理課長 

 

清水 昌彦  経理グループ 

事業経理第一部長 

経理グループ 

事業経理第二部長 
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鈴木 利博 経理グループ 

事業経理第二部長 

経理グループ 

事業経理第一部長 

 

木内 尚 技術・品質・情報グループ 

品質管理部長 

技術・品質・情報グループ 

ＰＭＯ統括部長 

 

石田 高章 技術・品質・情報グループ 

ＰＭＯ統括部長 

技術・品質・情報グループ 

ＰＭＯ統括部 副部長 

 

圓城寺 誠 技術・品質・情報グループ 

ＰＭＯ統括部 副部長 

技術・品質・情報グループ 

品質管理部 副部長 

 

小林 弘幸 

 

 

法務・総務・広報・ＩＲグループ 

法務部 副部長 

 

 

広報・法務・総務グループ 

法務部 

ビジネス法務第一課長 

 

根本 世紀 開発センター 

先進開発推進部長 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部 

開発部長 

 

熊谷 誠之 開発センター 

リソースマネジメント室長 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部 

リソースマネジメント室 

 

谷口 学 

 

開発センター 

リモート開発推進部長 

経営企画・人事グループ 

人事企画部 

 

水元 彰吾 

 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 副本部長

事業推進グループ 

営業推進部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

営業推進部長 

 

 

谷 登 

 

 

産業システム事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

産業システム事業部門 

部門統括部長 

 

 

松本 昇一 

 

 

産業システム事業部門 

事業推進グループ 

プロジェクト監理室長 

産業システム事業部門 

プロジェクト監理室 

プロジェクト監理第一課長 

 

大谷 真弘 理事 

産業システム事業部門 

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 副本部長 

事業推進グループ 

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ開発部長 

産業システム事業部門 

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長補佐 

産業システム事業部門 

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ開発部長 

 

中沢 隆幸 

 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

営業部長 

産業システム事業部門 

産業システム営業本部 

流通・サービスシステム営業部長 

 

野中 英明 

 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

営業部 副部長 

産業システム事業部門 

産業システム営業本部 

製造システム第一営業部長 
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山口 卓郎 

 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

製造システム第一部 副部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

製造・エネルギーシステム部 

システム第３課長 

 

田辺 正幸 

 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

製造システム第二部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

製造システム事業部長 

 

野口 裕尚 産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

製造システム第二部 副部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

製造システム事業部 

第一開発課長 

 

北尾 聡 産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

サービスシステム部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

サービスシステム事業部長 

 

奥村 一宏 産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

住宅ＩＴサービス部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

住宅ＩＴサービス事業部長 

 

森賀 浩志 産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

コマースソリューション部長 

製造システム第一部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

コマースソリューション部長 

製造・エネルギーシステム部長 

 

戸田 賢二 

 

産業システム事業部門 

製造・サービスシステム事業本部 

コマースソリューション部 副部長 

 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

コマースソリューション部 副部長 

 

本間 智尚 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

営業部長 

産業システム事業部門 

産業システム営業本部 

製造システム第二営業部長 

 

新井 敏規 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

流通システム第一部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

販売・流通システム部長 

 

梶田 清隆 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

流通システム第二部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

流通システム事業部長 

 

堀田 真杉 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

リテイル・フーズシステム部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

リテイル・フーズシステム部長 

 

森田 守人 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

リテイル・フーズシステム部 副部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

リテイル・フーズシステム部 副部長 
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住本 泰司 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

データサイエンス部長 

産業システム事業部門 

産業システム第一事業本部 

データサイエンス部長 

 

岡井 道和 産業システム事業部門 

流通システム事業本部 

Ｃｕｒｌソリューション部長 

ソリューション・機能事業部門 

Ｃｕｒｌソリューション事業本部長補佐 

Ｃｕｒｌソリューション部長 

製品企画開発部長 

 

神保 善弘 産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

通信・公共システム営業部長 

産業システム事業部門 

産業システム営業本部 

通信・公共システム営業部長 

 

秋葉 斉史 産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

クラウドサービス営業部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

クラウド事業本部 

サービス営業部長 

 

中山 真 産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

通信システム第二部長 

産業システム事業部門 

産業システム第二事業本部 

通信システム第二事業部長 

 

新井 健之 産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

クラウドサービス部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

クラウド事業本部 

サービス事業部長 

 

小坂 信三 産業システム事業部門 

通信・クラウド事業本部 

クラウドサービス開発部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

クラウド事業本部 

サービス開発部長 

 

島田 聡 産業システム事業部門 

メディアシステム事業本部 

ブロードネット第一部 副部長 

産業システム事業部門 

メディアシステム事業本部 

ブロードネット第２部 

システム第１課長 

 

松田 充泰 産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

営業部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム第一事業部 副部長 

 

志宇知 正司 産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 副本部長 

製造システム第一部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

流通・製造システム部長 

 

谷口 愼一 産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

製造システム第二部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

流通・製造システム部 

システム第１課長 

 

大澤 満 産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

流通・サービスシステム部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

ソリューション営業部長 
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田中 泉 産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

流通・サービスシステム部 副部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第一事業本部 

流通・製造システム部 副部長 

 

大内 利明 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

営業部長 

事業推進グループ 

営業推進部 副部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム営業部長 

 

 

磯村 和彦 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 副本部長 

産業システム部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム第一事業部長 

 

福岡 喜幸 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム部 副部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム第二事業部長 

 

浅田 泰弘 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

基幹システム部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

産業システム第一事業部 副部長 

 

吉永 正夫 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

ソリューション部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

ソリューション事業部長 

 

西川 栄司 産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

ソリューション部 副部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

ソリューション事業部 副部長 

 

稲垣 善信 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

車載システム第一部 副部長 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

車載システム事業部 

第二開発課長 

 

村井 頼仁 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

車載システム第一部 副部長 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

営業部長 

 

青山 義典 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

車載システム第二部長 

技術・品質・情報グループ 

品質管理部長 

 

大嶌 良彦 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

産業システム第一部長 

産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

産業システム事業部 副部長 

 

小島 武夫 産業システム事業部門 

中部システム事業本部 

産業システム第二部長 

産業システム事業部門 

プロジェクト監理室 

西日本プロジェクト監理課長 

 

成毛 朋之 金融システム事業部門 

事業推進グループ 

営業推進部長 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部 

金融システム第一営業部長 
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竹下 信行 金融システム事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

金融システム事業部門 

部門統括部長 

 

松谷 真司 金融システム事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部 副部長 

金融システム事業部門 

部門統括部 

部門統括第一課長 

 

髙岡 一敏 金融システム事業部門 

事業推進グループ 

プロジェクト監理室長 

金融システム事業部門 

プロジェクト監理室長 

 

濱口 洋一 金融システム事業部門 

事業推進グループ 

基盤事業推進部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

開発部長 

 

野添 務 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

銀行システム営業第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

金融システム第三事業部長 

 

寺尾 誠 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

銀行システム営業第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

営業推進部長 

 

田崎 義則 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

銀行システム第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

金融システム第一事業部長 

 

宮地 寛将 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

銀行システム第一部 副部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

金融システム第一事業部 

第二開発課長 

貴田 文也 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

銀行システム第二部長 

銀行システム第三部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

関西金融ソリューション部長 

 

 

松本 俊司 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

市場国際システム第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

決済ソリューション部 副部長 

 

濱田 聡 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

市場国際システム第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

国際金融ソリューション部長 

 

大和 真澄 金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

市場国際システム第二部 副部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

国際金融ソリューション部 副部長 

 

本多 孝 金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム営業第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム事業部 

営業課長 
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山本 龍司 金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム営業第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部 

保険システム営業部 

第四営業課長 

小塚 雅弘 金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム事業部 副部長 

 

小笠原 康浩 金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム第一部 副部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム事業部 

第四開発課長 

野田 和之 金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

保険システム第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

保険ソリューション部 副部長 

 

原武 功成 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

証券システム営業部長 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部 

証券システム営業部長 

 

西宮 重良 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

総合金融システム営業部長 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部 

金融システム第二営業部長 

 

石橋 民男 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

証券システム第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

証券システム事業部長 

 

森田 誠 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

証券システム第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

証券ソリューション部長 

 

中村 代輔 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

総合金融システム第一部長 

金融システム事業部門 

金融システム第二事業本部 

金融システム第二事業部長 

 

山内 孝行 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

総合金融システム第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

総合金融ソリューション部長 

 

木暮 政和 金融システム事業部門 

金融システム第三事業本部 

総合金融システム第二部 副部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

総合金融ソリューション部 副部長 

 

高野 利彦 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム営業部長 

金融システム事業部門 

金融システム営業本部 

保険システム営業部長 

 

中村 和広 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第一部長 

金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第一事業部 副部長 

 



8 

濱田 満享 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第一部 副部長 

金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第一事業部 

第三開発課長 

 

西原 康雄 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第二部長 

金融システム事業部門 

金融システム第一事業本部 

関西金融ソリューション部 副部長 

 

増田 秀穂 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第三部長 

産業システム事業部門 

西日本産業第二事業本部 

 

甲斐 芳和 金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第三部 副部長 

金融システム事業部門 

西日本金融事業本部 

金融システム第二事業部長 

 

小林 栄治 グローバルシステム事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

グローバルシステム事業部門 

部門統括部長 

 

 

竹中 郁雄 理事 

グローバルシステム事業部門 

ＳＣシステム事業本部 副本部長 

基幹システムマネジメント第二部長 

海外ビジネスソリューション部長 

理事 

グローバルシステム事業部門 

ＳＣシステム事業本部 副本部長 

海外ビジネスソリューション部長 

 

 

川名 幸雄 グローバルシステム事業部門 

ＳＣシステム事業本部 

基幹システムマネジメント第二部 副部長 

グローバルシステム事業部門 

ＳＣシステム事業本部 

基幹システムマネジメント第２部 

連結課長 

 

多賀 朋子 グローバルシステム事業部門 

グローバルシステム事業本部 

事業推進部長 

経営企画・人事グループ 

グローバルビジネス推進部 

企画課長 

 

福永 達也 グローバルシステム事業部門 

グローバルシステム事業本部 

営業企画部長 

事業推進グループ 

営業推進部長 

グローバルシステム事業部門 

グローバルシステム事業本部 

事業推進部 副部長 

 

 

堀中 一郎 ソリューション事業部門 

事業推進グループ 

営業推進部長 

ソリューション・機能事業部門 

部門統括部長 

 

 

小松 一雄 ソリューション事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

ソリューション・機能事業部門 

部門統括部 

部門統括部第一課長 

 

北村 幸二 ソリューション事業部門 

事業推進グループ 

プロジェクト監理室長 

ソリューション・機能事業部門 

プロジェクト監理室長 
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大谷 高志 ソリューション事業部門 

ビジネスソリューション事業本部 

ビジネスソリューション部長 

西日本ビジネスソリューション部長 

ソリューション・機能事業部門 

ビジネスソリューション事業本部 

西日本ビジネスソリューション部長 

 

 

福島 慎二郎 ソリューション事業部門 

ビジネスソリューション事業本部 

ビジネスソリューション部 副部長 

ソリューション・機能事業部門 

ビジネスソリューション事業本部 

ビジネスソリューション部 副部長 

 

小島 正志 ソリューション事業部門 

ＥＲＰソリューション事業本部 

ＥＲＰソリューション第一部長 

ソリューション・機能事業部門 

ＥＲＰソリューション事業本部 

プロジェクト推進部長 

 

新井 宏朗 ソリューション事業部門 

ＥＲＰソリューション事業本部 

ＥＲＰソリューション第二部長 

ソリューション・機能事業部門 

ＥＲＰソリューション事業本部 

Ｅパッケージ営業部長 

 

蔦谷 洋輔 ソリューション事業部門 

ＡＭＯ事業本部 副本部長 

リモートサービス部長 

カスタマーサービス部長 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部 

ソリューションサービス部長 

 

 

森 辰康 ソリューション事業部門 

ＡＭＯ事業本部 

リモートサービス部 副部長 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部 

ソリューションサービス部 副部長 

 

関 統一 ソリューション事業部門 

ＡＭＯ事業本部 

カスタマーサービス部 副部長 

ソリューション・機能事業部門 

開発ソリューション事業本部 

ソリューションサービス部 

ＡＭＯサービスセンター第二課長 

 

萩原 照久 理事 

ビジネスサービス事業部門 

事業推進グループ 副グループ長 

営業推進部長 

ＢＰＯ部長 

理事 

ビジネスサービス事業部門 

ビジネスサービス事業本部 副本部長 

事業推進部長 

 

 

小林 正明 理事 

ビジネスサービス事業部門 

事業推進グループ 副グループ長 

部門統括部長 

ビジネスサービス事業部門 

部門統括部長 

 

 

岩野 伸昭 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

営業推進部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

基盤インテグレーション第２部長 

 

蔦尾 安貞 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

部門統括部長 

 

 

牧野 純也 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

プロジェクト監理室長 

ＩＴマネジメント事業部門 

プロジェクト監理室長 
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中澤 俊哉 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

事業企画部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

事業推進部長 

 

海保 祐文 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

サービス企画部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

クラウド事業本部 

基盤統括部長 

 

古川 成人 ＩＴマネジメント事業部門 

事業推進グループ 

ソリューション営業部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

西日本営業部長 

 

細谷 友行 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部長補佐 

グローバルセキュリティソリューション部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部長補佐 

セキュリティソリューション部長 

 

川村 純 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

クラウドインテグレーション部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

クラウドインテグレーション部長 

 

中橋 大樹 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

グローバルネットワークインテグレーション第

一部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ネットワークインテグレーション部 

 

 

髙橋 俊之 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

グローバルネットワークインテグレーション第

二部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ネットワークインテグレーション部長 

 

 

酒井 元一郎 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

グローバルネットワークインテグレーション第

二部 副部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ネットワークインテグレーション部 副部長 

 

 

中川 孝行 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

グローバルＩＴサポート部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ＩＴサポート部長 

 

高野 健 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

基盤インテグレーション第一部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

基盤営業部長 

 

角川 孝夫 ＩＴマネジメント事業部門 

基盤インテグレーション事業本部 

基盤インテグレーション第二部長 

 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ＩＴマネジメント部長 

関西ＩＴ基盤ソリューション部長 

 

田邑 富重 理事 

ＩＴマネジメント事業部門 

マネジメントサービス事業本部 副本部長 

産業マネジメントサービス第一部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

産業第一マネジメントサービス部長 
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齊藤 力 ＩＴマネジメント事業部門 

マネジメントサービス事業本部 

産業マネジメントサービス第二部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

産業第二マネジメントサービス部長 

 

加藤 尚道 ＩＴマネジメント事業部門 

マネジメントサービス事業本部 

金融マネジメントサービス部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

金融マネジメントサービス部長 

 

渡邉 剛立 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

サービス営業部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

第二営業部長 

 

藤田 和也 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

サービスマネジメント第一部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ｎｅｔＸ運用統括第１部長 

 

中田 勝也 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

サービスマネジメント第二部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

基盤営業部 

ＳＩ営業課長 

 

越 尚貴 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

サービスマネジメント第三部長 

ファシリティマネジメント部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

ｎｅｔＸセンターサービス部長 

 

角野 正礼 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

サービスマネジメント第三部 副部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

西日本マネジメントサービス部長 

 

森山 克也 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

センターマネジメント部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

ｎｅｔＸセンター運用部長 

 

遠藤 重則 ＩＴマネジメント事業部門 

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 

センターマネジメント部 副部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

ｎｅｔＸセンターサービス部 副部長 

 

駒田 二三男 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本サービス営業部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

第一営業部長 

 

矢野 勝章 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本基盤インテグレーション部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第一事業本部 

関西ＩＴ基盤ソリューション部 

 

向井 朋昭 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本ｎｅｔＸセンターサービス部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

西日本ｎｅｔＸセンターサービス部長 

 

山中 克己 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本ｎｅｔＸセンターサービス部 副部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

西日本システム基盤技術課長 
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小幡 浩司 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

西日本マネジメントサービス部長 

 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

西日本ｎｅｔＸセンターサービス部 

プロセスマネジメント課長 

 

原木 史匡 ＩＴマネジメント事業部門 

西日本ＩＴマネジメント事業本部 

中部マネジメントサービス部長 

ＩＴマネジメント事業部門 

ＩＴマネジメント第二事業本部 

ｎｅｔＸセンターサービス部 

千葉センター長 

 

隅田 健一 理事 

プラットフォームソリューション事業部門 

事業推進グループ 副グループ長 

営業推進部長 

ＩＴエンジニアリング事業本部 副本部長 

プラットフォームソリューション事業部門 

ＩＴエンジニアリング事業本部長補佐 

事業推進室長 

新規事業開発室長 

 

 

川原 省三 プラットフォームソリューション事業部門 

事業推進グループ 

部門統括部長 

プラットフォームソリューション事業部門 

部門統括部長 

 

 

高松 博 プラットフォームソリューション事業部門 

事業推進グループ 

プロジェクト監理室長 

ＩＴエンジニアリング事業本部 

エンジニアリングサービス部長 

プラットフォームソリューション事業部門 

プロジェクト監理室長 

ＩＴエンジニアリング事業本部 

エンジニアリングサービス部長 

 

 

島田 淳史 プラットフォームソリューション事業部門 

製造エンジニアリング事業本部 

デジタルデザイン部 副部長 

プラットフォームソリューション事業部門 

製造エンジニアリング事業本部 

デジタルデザイン部 

営業第２課長 

 

堀内 弘 プラットフォームソリューション事業部門 

製造エンジニアリング事業本部 

デジタルマニュファクチュアリング部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 

製造エンジニアリング事業本部 

デジタルマニュファクチュアリング部 

ＶＦ課長 

 

 以 上 


