
2019年3月18日

ＳＣＳＫ株式会社

代表取締役 

社長執行役員 最高執行責任者 谷原　徹

（コード番号 9719 東証 第一部）

広報部長 廣瀬　由香

（TEL. 03-5166-1150） 　

下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

１．本部長級人事

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

－ 上席執行役員 井藤　登

（住友商事株式会社へ帰任予定） 流通・メディアシステム事業部門

流通システム第一事業本部長

－ 理事 長谷川　雅義

（住友商事株式会社へ帰任予定） 流通・メディアシステム事業部門

キャリアプロダクト事業本部長

－ ＩＴマネジメント事業部門 余語　徹郎

（住友商事株式会社へ帰任予定） 事業推進グループ

部門統括部（出向）

ヴィーエー・リナックス・システムズ・

ジャパン株式会社 代表取締役社長

２．部長級人事

2019年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 顧問 中島　英也

ＤＸセンター 副センター長 商社・グローバルシステム事業部門

ＳＣＤＸ事業化推進室長 ＳＣ事業開発グループ長補佐

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣＤＸ事業化推進室長

ＳＣ事業開発グループ 副グループ長

ＳＣＤＸ事業化推進室長

ＤＸセンター長代理 商社・グローバルシステム事業部門 岡村　英文

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣ事業開発グループ長代理

ＳＣ事業開発グループ長代理

会社名

代表者名

問合せ先

記

人事異動に関するお知らせ
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ＤＸセンター 商社・グローバルシステム事業部門 橋本　明

ＳＣＤＸ事業化推進室 副室長 ＳＣ事業開発グループ

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣＤＸ事業化推進室 副室長

ＳＣ事業開発グループ

ＳＣＤＸ事業化推進室 副室長

ものづくり革新推進センター 金融システム事業部門 石田　雅朗

技術第二部長 金融システム第四事業本部

金融システム事業部門 金融システム第五部長

金融システム第四事業本部

金融システム第五部長

全社営業統括部門 全社営業統括部門 野中　英明

産業営業統括本部長代理 産業営業統括本部

第一部長 第一部長

全社営業統括部門 製造・通信システム事業部門 高橋　重行

産業営業統括本部 通信・公共システム事業本部

第二部 副部長 通信・公共システム営業部 副部長

全社営業統括部門 全社営業統括部門 相原　清二

産業営業統括本部 産業営業統括本部

第三部長 第三部

全社営業統括部門 全社営業統括部門 後藤　徳政

産業営業統括本部 産業営業統括本部

第四部長 第三部長

全社営業統括部門 金融システム事業部門 田崎　義則

金融営業統括本部 金融システム第一事業本部

第一部長 銀行システム第三部長

全社営業統括部門 全社営業統括部門 柿沼　博昭

金融営業統括本部 金融営業統括本部

第四部長 第一部

第四課長

全社営業統括部門 全社営業統括部門 塚原　志郎

金融営業統括本部 金融営業統括本部

第五部長 第一部 副部長

全社営業統括部門 全社営業統括部門 片山　一人

戦略ソリューション営業統括本部 戦略ソリューション営業統括本部

ＤＸ営業統括部長 ソリューション営業統括部

第一課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 加藤　伸治

事業推進グループ 製造システム事業本部

プロジェクト監理部長 製造システム第五部 副部長
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製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 海保　祐文

事業推進グループ 事業推進グループ

ソーシング推進室長 営業推進部

理事 理事 大澤　満

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門

製造システム事業本部 副本部長 製造システム事業本部 副本部長

製造システム第一部長 製造システム第一部長

事業推進グループ

営業推進部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 中沢　隆幸

製造システム事業本部 製造システム事業本部

営業部長 営業第一部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 谷相　志子

製造システム事業本部 製造システム事業本部

営業部 副部長 営業第二部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 卯都木　健臣

製造システム事業本部 製造システム事業本部

製造システム第二部長 製造システム第二部長

エンタープライズソリューション部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 松尾　泰弘

製造システム事業本部 製造システム事業本部

製造システム第四部 副部長 製造システム第四部 副部長

事業推進グループ

ソーシング推進室 副室長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 佐伯　伸純

製造システム事業本部 製造システム事業本部

製造システム第五部 副部長 製造システム第五部

第三課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 志村　尊

製造システム事業本部 製造システム事業本部

エンタープライズソリューション部 副部長 製造システム第二部

ａｔＷｉｌｌ課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 内田　英幸

通信・公共システム事業本部 通信・公共システム事業本部

通信システム第三部 副部長 通信システム第三部

第一課長

第二課長
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製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 今仲　淳仁

通信・公共システム事業本部 通信・公共システム事業本部

エネルギーシステム第一部長 エネルギーシステム部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 森賀　浩志

通信・公共システム事業本部 通信・公共システム事業本部

エネルギーシステム第二部長 エネルギーシステム部 副部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 大山　繁

通信・公共システム事業本部 中部システム事業本部

エネルギーシステム第二部 副部長 産業システム第一部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 神村　真志

西日本産業第一事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第一部長 産業システム第一部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 藤田　昌弘

西日本産業第一事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第一部 副部長 産業システム第一部 副部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 吉永　正夫

西日本産業第一事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第二部長 ソリューション部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 田中　健一

西日本産業第一事業本部 西日本産業第一事業本部

産業システム第二部 副部長 産業システム第二部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 相原　学

西日本産業第一事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第四部長 産業システム第三部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 阪上　雅敏

西日本産業第一事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第四部 副部長 営業部

第二課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 松田　充泰

西日本産業第二事業本部長代理 西日本産業第二事業本部

営業部長 営業部長

西日本支社 西日本支社

事業推進グループ 事業推進グループ

営業推進部長 営業推進部長
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製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 出口　喜崇

西日本産業第二事業本部 西日本産業第一事業本部

産業システム第一部長 産業システム第一部

第一課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 皆黒　尚二

西日本産業第二事業本部 西日本産業第一事業本部

産業システム第一部 副部長 産業システム第一部 副部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 上池　芳幸

西日本産業第二事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第二部長 産業システム第三部 副部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 古田　将吉

西日本産業第二事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第二部 副部長 産業システム第三部

第一課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 西羅　佳典

西日本産業第二事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第三部長 産業システム第二部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 城戸　健文

西日本産業第二事業本部 西日本産業第一事業本部

産業システム第三部 副部長 産業システム第二部 副部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 小島　武夫

中部システム事業本部長代理 中部システム事業本部

ソリューション推進部長 産業システム第二部長

産業システム第一部長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 三枝　智浩

中部システム事業本部 中部システム事業本部

ソリューション推進部 副部長 産業システム第二部

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 田中　大輔

中部システム事業本部 中部システム事業本部

産業システム第一部 副部長 産業システム第一部

営業課長

製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 福岡　喜幸

中部システム事業本部 西日本産業第二事業本部

産業システム第二部長 産業システム第二部 副部長
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製造・通信システム事業部門 製造・通信システム事業部門 酒井　康行

中部システム事業本部 中部システム事業本部

産業システム第二部 副部長 産業システム第二部

第二課長

流通・メディアシステム事業部門 開発センター 板倉　高宏

事業推進グループ 専門性評価推進部長

プロジェクト監理部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 浅原　義美

事業推進グループ 事業推進グループ

事業戦略部長 部門統括部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 杉浦　剛明

事業推進グループ 流通システム第二事業本部

サービスマネジメント推進室 副室長 流通システム部 副部長

クラウドサービス部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 松野　行秀

流通・メディア第一事業本部 メディアシステム事業本部

ブロードネット第一部長 ブロードネット第一部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 山本　茂

流通・メディア第一事業本部 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 ブロードネット第一部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 青盛　学

流通・メディア第一事業本部 メディアシステム事業本部

ブロードネット第二部長 ブロードネット第二部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 渡辺　富之

流通・メディア第一事業本部 メディアシステム事業本部

ブロードネット第二部 副部長 ブロードネット第二部

第二課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 柏木　一亜紀

流通・メディア第一事業本部 メディアシステム事業本部

コマースソリューション部長 ブロードネット第二部 副部長

メディアソリューション部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 富士岡　正彦

流通・メディア第一事業本部 流通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 システム第一部 副部長
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理事 流通・メディアシステム事業部門 小澤　督

流通・メディアシステム事業部門 キャリアプロダクト事業本部

流通・メディア第二事業本部長 クロスビームネットワークス部長

ＩＰネットワークテクノロジ部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 栗林　亘

流通・メディア第二事業本部 メディアシステム事業本部

メディアソリューション部長 メディアシステム営業部長

流通・メディア第一事業本部

メディアソリューション部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 山田　和彦

流通・メディア第二事業本部 キャリアプロダクト事業本部

メディアソリューション部 副部長 クロスビームネットワークス部

第三課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 古田　徹郎

流通・メディア第二事業本部 キャリアプロダクト事業本部

ケーブルテクノロジ部長 ケーブルテクノロジ部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 久保　智

流通・メディア第二事業本部 キャリアプロダクト事業本部

ケーブルテクノロジ部 副部長 ケーブルテクノロジ部

第六課長

流通・メディアシステム事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 石川　光春

流通・メディア第二事業本部 基盤インテグレーション事業本部

ＩＰネットワークテクノロジ部 副部長 セキュリティサービス部

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 新井　敏規

流通・メディア第三事業本部長代理 流通システム第二事業本部

流通システム部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 吉村　好一

流通・メディア第三事業本部 流通システム第三事業本部

営業第一部長 営業部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 松崎　敏之

流通・メディア第三事業本部 流通システム第二事業本部

営業第二部長 営業部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 石澤　貴明

流通・メディア第三事業本部 流通システム第一事業本部

流通システム第一部長 システム第二部長
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流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 大澤　伸介

流通・メディア第三事業本部 流通システム第三事業本部

流通システム第一部 副部長 サービスシステム部

第一課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 川相　尚紀

流通・メディア第三事業本部 流通システム第一事業本部

流通システム第二部長 システム第一部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 奥山　学

流通・メディア第三事業本部 流通システム第三事業本部

流通システム第二部 副部長 流通・ＣＲＭサービス部

第二課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 菅野　有機

流通・メディア第四事業本部 事業推進グループ

事業企画部長 事業戦略部 副部長

流通ＩoＴソリューション室 副室長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 堀田　真杉

流通・メディア第四事業本部 流通システム第二事業本部

データサービス部長 クラウドサービス部長

流通・メディアシステム事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 加藤　尚道

流通・メディア第四事業本部 ｎｅｔＸデータセンター事業本部

クラウドサービス部長 サービス基盤部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 篠原　豊

流通・メディア第四事業本部 流通システム第二事業本部

クラウドサービス部 副部長 営業部

第二課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 澤田　享裕

流通・メディア第四事業本部 キャリアプロダクト事業本部

デジタルサービス部長 ＩＰネットワークテクノロジ部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 岡田　一志

流通・メディア第四事業本部 流通システム第一事業本部

デジタルサービス部 副部長 システム第二部

ＣＥＬＦ・Ｃｕｒｌプロダクト課長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 新井　健之

流通・メディア第五事業本部長代理 流通システム第三事業本部

流通・ＣＲＭサービス部長
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流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 西谷　友宏

流通・メディア第五事業本部 流通システム第三事業本部

サービス推進部長 流通・ＣＲＭサービス部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 青木　優人

流通・メディア第五事業本部 流通システム第三事業本部

ＷＥＢ・ＣＲＭサービス部長 サービスシステム部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 岡　雅久

流通・メディア第五事業本部 流通システム第一事業本部

コマースサービス部長 システム第二部 副部長

流通・メディアシステム事業部門 流通・メディアシステム事業部門 松村　康弘

流通・メディア第五事業本部 流通システム第三事業本部

コマースサービス部 副部長 ＥＣ推進室

金融システム事業部門 金融システム事業部門 濱口　洋一

事業推進グループ長代理 事業推進グループ

金融ＩＣＴ部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 西尾　勝久

事業推進グループ 金融システム第一事業本部

プロジェクト監理部長 銀行システム第二部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 中村　代輔

事業推進グループ 事業推進グループ

ソリューション・サービス推進部長 サービス企画室 副室長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 甲斐　芳和

事業推進グループ 事業推進グループ

金融ＩＣＴ部長 金融ＩＣＴ部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 濱田　聡

金融システム第一事業本部長代理 金融システム第二事業本部長代理

金融システム事業部門 金融システム事業部門 大和　真澄

金融システム第一事業本部 金融システム第一事業本部

銀行システム第一部長 銀行システム第二部長

金融システム事業部門 全社営業統括部門 松本　俊司

金融システム第一事業本部 金融営業統括本部

銀行システム第二部長 第一部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 丸岡　祥男

金融システム第一事業本部 金融システム第一事業本部

銀行システム第二部 副部長 銀行システム第三部 副部長
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金融システム事業部門 金融システム事業部門 小川　国秀

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行システム第三部長 銀行システム第一部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 水野　泰之

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行システム第四部長 銀行システム第三部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 高澤　一志

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行システム第五部長 銀行システム第四部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 宮本　学

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行システム第五部 副部長 銀行システム第四部

第三課長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 沼口　正和

金融システム第一事業本部 金融システム第一事業本部

銀行ソリューション第一部長 銀行システム第四部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 尾髙　雅幸

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行ソリューション第一部 副部長 銀行システム第二部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 寺尾　誠

金融システム第一事業本部 金融システム第一事業本部

銀行ソリューション第二部長 銀行システム第四部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 楢山　哲治

金融システム第一事業本部 金融システム第一事業本部

銀行ソリューション第二部 副部長 銀行システム第四部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 堀中　一郎

金融システム第一事業本部 金融システム第二事業本部

銀行ソリューション第三部長 銀行システム第二部長

事業推進グループ

サービス企画室長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 福嶋　裕太

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム営業部長 総合金融システム営業部 副部長
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金融システム事業部門 金融システム事業部門 樋口　建

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第一部長 総合金融システム第一部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 藤井　康博

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第一部 副部長 総合金融システム第一部

金融システム事業部門 金融システム事業部門 山内　孝行

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第二部長 総合金融システム第二部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 岡安　浩治

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第二部 副部長 総合金融システム第二部

第二課長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 熊代　睦子

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第三部長 総合金融システム第三部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 梶　成芳

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第三部 副部長 総合金融システム第一部 副部長

金融システム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 渡辺　盛一

金融システム第二事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

総合金融システム第四部長 先進開発部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 澤田　雅之

金融システム第二事業本部 金融システム第六事業本部

総合金融システム第四部 副部長 総合金融システム第三部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 野田　和之

金融システム第三事業本部長代理 金融システム第三事業本部長代理

保険システム事業推進室長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 大塚　学

金融システム第三事業本部長代理 金融システム第三事業本部

保険システム第一部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 木暮　政和

金融システム第三事業本部 金融システム第三事業本部

保険システム第一部長 保険システム第二部 副部長
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金融システム事業部門 金融システム事業部門 森川　類

金融システム第三事業本部 金融システム第三事業本部

保険システム第二部長 保険システム第三部

金融システム事業部門 金融システム事業部門 小塚　雅弘

金融システム第三事業本部 金融システム第三事業本部

保険システム第二部 副部長 保険システムサービス部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 山内　宣子

金融システム第三事業本部 金融システム第三事業本部

保険システム第五部長 保険システム第二部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 小寺　高志

金融システム第四事業本部 金融システム第三事業本部

金融システム第二部長 保険システム第五部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 辻野　覚

金融システム第四事業本部 金融システム第五事業本部

金融システム第三部長 証券システム第三部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 中村　和広

金融システム第四事業本部 金融システム第四事業本部

金融システム第三部 副部長 金融システム第三部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 松谷　尚郎

金融システム第四事業本部 金融システム第四事業本部

金融システム第四部長 金融システム第四部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 三輪　東

金融システム第五事業本部 金融システム第五事業本部

証券システム営業部長 証券システム第一部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 芝野　明生

金融システム第五事業本部 金融システム第五事業本部

証券システム第一部長 証券システム第四部長

証券システム第二部 副部長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 小田　祐三

金融システム第五事業本部 金融システム第五事業本部

証券システム第二部 副部長 証券システム第二部

第二課長
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金融システム事業部門 金融システム事業部門 長畑　輝生

金融システム第五事業本部 金融システム第五事業本部

証券システム第三部長 証券システム第三部

第一課長

金融システム事業部門 金融システム事業部門 瀧下　勝

金融システム第五事業本部 金融システム第五事業本部

証券システム第三部 副部長 証券システム第二部 副部長

理事 商社・グローバルシステム事業部門 飯田　洋一郎

商社・グローバルシステム事業部門 ＳＣシステム事業本部

グローバル事業開発本部副本部長 グローバルビジネスソリューション部長

グローバルビジネスソリューション部長

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門 田邊　修一

グローバル事業開発本部 グローバル事業開発グループ

グローバル事業開発推進室長 グローバル事業開発推進室長

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門 相澤　孝幸

グローバル事業開発本部 ＳＣシステム事業本部

グローバルビジネスソリューション部 副部長 グローバルビジネスソリューション部 副部長

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門 飯岡　裕子

グローバル事業開発本部 ＳＣシステム事業本部

グローバル管理部長 グローバル管理部長

商社・グローバルシステム事業部門 商社・グローバルシステム事業部門 坂本　剛

グローバル事業開発本部 ＳＣシステム事業本部

グローバル営業部長 グローバル営業部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 米谷　崇義

事業推進グループ 事業推進グループ

部門統括部長 部門統括部

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 新井　宏朗

ＡＭＯ第一事業本部 ＡＭＯ第一事業本部

ソリューション営業部長 ソリューション営業部長

ソリューション第一部 副部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 柏倉　正樹

ＡＭＯ第一事業本部 ＡＭＯ第一事業本部

ソリューション第二部 副部長 ソリューション第二部

第三課長
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ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 鈴木　正章

ＡＭＯ第一事業本部 ＡＭＯ第一事業本部

ソリューション第三部長 ソリューション第二部 副部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 中田　準

ＡＭＯ第一事業本部 ＡＭＯ第一事業本部

ソリューション第四部長 ソリューション第一部

第四課長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 福島　健次

ＡＭＯ第二事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

エンタープライズサービス部長 センターサービス第一部 副部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 高橋　毅

ＡＭＯ第二事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

フロントサービス部長 センターサービス第二部長

テクノロジーサービス部長 テクノロジーサービス部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 森　辰康

ＡＭＯ第二事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

新ビジネス推進部長 センターサービス第一部長

新ビジネス推進室長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 野中　泰浩

ＡＭＯ第二事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

新ビジネス推進部 副部長 新ビジネス推進室 副室長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 石井　貞好

コンタクトセンターサービス事業本部 ＡＭＯ第二事業本部

デジタルコミュニケーション部長 ＰｒｉｍｅＴｉａａｓ部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 極楽地　善一

コンタクトセンターサービス事業本部 ＡＭＯ第一事業本部

デジタルコミュニケーション部 副部長 ソリューション第三部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 領木　康人

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長代理 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第二部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 森田　仁

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第一部長 第三部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 井上　哲

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第二部長 第二部 副部長
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ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 水澤　竜次郎

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第二部 副部長 第二部

第三課長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 岸本　成市

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第三部長 第一部長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 松田　光

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

第三部 副部長 第三部

第一課長

ビジネスソリューション事業部門 ビジネスソリューション事業部門 城戸　淳

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部

開発部 副部長 第一部

第一課長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 蒲　泰敬

事業推進グループ 車載システム事業本部

モビリティシステム事業担当役員補佐 車載システム事業担当役員補佐

部門統括部長 事業推進部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 大野　拓

事業推進グループ 車載システム事業本部

部門統括部 副部長 事業推進部 副部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 吉田　昭次

事業推進グループ 車載システム事業本部

プロジェクト監理部長 事業推進部

品質管理課長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 本田　修

事業推進グループ 車載システム事業本部

ＱＩＮｅＳ製品企画部長 ＱＩＮｅＳ製品企画部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 西田　文昭

事業推進グループ 車載システム事業本部

ＱＩＮｅＳ製品開発部長 ＱＩＮｅＳ製品開発部長
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上席執行役員 上席執行役員 渡辺　孝治

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門

モビリティシステム第一事業本部長 車載システム事業本部長

事業推進グループ長代理(品管/MaaS担当)

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 村井　頼仁

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

システム第一部長 東日本システム第一部長

システム第二部長 サービスセンター第二部 副部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 海野　洋

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

システム第一部 副部長 東日本システム第一部 副部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 和智　範康

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

システム第二部 副部長 東日本システム第二部

第一課長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 鴫原　忠大

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

システム第三部長 東日本システム第二部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 金井　宏昭

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

システム第四部長 西日本システム部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 磯村　和彦

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

サービスセンター部長 サービスセンター第二部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 伊藤　昌輝

モビリティシステム第一事業本部 車載システム事業本部

サービスセンター部 副部長 サービスセンター第一部 副部長

執行役員 理事 内山　郁夫

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門

モビリティシステム第二事業本部長 車載システム事業本部 副本部長

事業推進グループ長代理（製品開発）

システム第二部長
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モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 佐藤　正士

モビリティシステム第二事業本部長代理 車載システム事業本部

システム第一部長 中部システム第一部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 田尾　昭浩

モビリティシステム第二事業本部 車載システム事業本部

システム第三部長 中部システム第二部長

モビリティシステム事業部門 ビジネスソリューション事業部門 立松　伸哉

モビリティシステム第二事業本部 車載システム事業本部

サービスセンター部長 サービスセンター第二部

理事 理事 三浦　史雄

プラットフォームソリューション事業部門 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 事業推進グループ 副グループ長

プロジェクト監理部長 ＩＴ技術センター統括部長

ストレージ技術部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 國府田　明弘

事業推進グループ長代理 ＩＴエンジニアリング事業本部長代理

事業推進グループ

サーバ技術部長

ＩＴ技術センター統括部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 冨永　剛

事業推進グループ ＩＴエンジニアリング事業本部

部門統括部長 エンタープライズ第一部長

プラットフォームソリューション事業部門 開発センター 金子　真由美

事業推進グループ リソースマネジメント部 副部長

ＩＴ技術センター統括部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 菅野　光邦

事業推進グループ ＩＴエンジニアリング事業本部

サーバ技術部長 エンタープライズ第一部

技術第一課長

事業推進グループ

サーバ技術部

第二課長
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プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 小瀬　治

事業推進グループ ＩＴエンジニアリング事業本部

ストレージ技術部長 エンタープライズ第二部

技術第一課長

事業推進グループ

サーバ技術部

第一課長

ミドルウェア技術部

第三課長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 大塚　誠也

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長代理 事業推進グループ

ネットワークセキュリティ部長 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 プラットフォームソリューション事業部門 川﨑　達也

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部

ＮＳプロダクト西日本営業部長 ネットワークセキュリティ部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 星野　宏明

ＩＴエンジニアリング事業本部 ＩＴエンジニアリング事業本部

ミドルウェア第一部長 ミドルウェア第一部長

事業推進グループ

ミドルウェア技術部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 山﨑　順次

ＩＴエンジニアリング事業本部 ＩＴエンジニアリング事業本部

エンタープライズ第一部長 エンタープライズ第一部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 高野　信一郎

製造エンジニアリング事業本部 製造エンジニアリング事業本部

デジタルエンジニアリング部長 解析ソリューション第二部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 原田　英輝

製造エンジニアリング事業本部 製造エンジニアリング事業本部

解析ソリューション第一部 副部長 解析ソリューション第一部

第二課長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 川勝　徹郎

製造エンジニアリング事業本部 製造エンジニアリング事業本部

解析ソリューション第二部長 解析ソリューション第二部

第二課長
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プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 吉岡　良人

中部・関西プラットフォーム事業本部 中部プラットフォーム事業本部

営業推進部長 営業推進部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 堀井　洋介

中部・関西プラットフォーム事業本部 中部プラットフォーム事業本部

営業推進部 副部長 営業推進部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 佐曽利　洋

中部・関西プラットフォーム事業本部 中部プラットフォーム事業本部

営業第一部長 営業第一部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 伊神　也寸志

中部・関西プラットフォーム事業本部 中部プラットフォーム事業本部

営業第二部長 営業第二部長

技術第二部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 黒岩　孝史

中部・関西プラットフォーム事業本部 製造エンジニアリング事業本部

営業第三部長 関西製造ソリューション部長

技術第二部 副部長 ＩＴエンジニアリング事業本部

関西エンタープライズ部 副部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 勝　裕志

中部・関西プラットフォーム事業本部 ＩＴエンジニアリング事業本部

技術第一部長 関西エンタープライズ部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 高口　英樹

プラットフォームソリューション事業部門 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部

九州プラットフォーム事業本部長 ＮＳプロダクト西日本営業部長

営業第二部長

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門 南部　圭

九州プラットフォーム事業本部 九州プラットフォーム事業本部

営業第二部 副部長 営業第二部

営業第二課長

理事 理事 髙橋　俊之

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門

事業推進グループ長 マネジメントサービス事業本部 副本部長

グローバルビジネス推進部長 事業推進グループ

商社・グローバルシステム事業部門 グローバルビジネス推進部長

ＩＴＭ連携推進担当 商社・グローバルシステム事業部門

ＩＴＭ連携推進担当
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ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 西迫　貴生

事業推進グループ 事業推進グループ

部門統括部長 部門統括部 副部長

ＩＴマネジメント事業部門 流通・メディアシステム事業部門 佐藤　光弘

事業推進グループ メディアシステム事業本部長代理

プロジェクト監理部長 事業推進グループ

プロジェクト監理部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 小幡　浩司

事業推進グループ 事業推進グループ

事務業務統括部長 事務業務統括部長

流通・メディアシステム事業部門

事業推進グループ

サービスマネジメント推進室長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 串山　千春

事業推進グループ 事業推進グループ

事務業務統括部 副部長 事務業務統括部

第五課長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 野須　秀玄

基盤インテグレーション事業本部 マネジメントサービス事業本部

営業統括部長 金融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 プラットフォームソリューション事業部門 内野　靖之

基盤インテグレーション事業本部 事業推進グループ

エンタープライズ基盤サービス第一部長 プロジェクト監理部長

ミドルウェア技術部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 安達　堅

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事業本部

エンタープライズ基盤サービス第二部長 エンタープライズ基盤サービス第三部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 上野　誠郎

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事業本部

エンタープライズ基盤サービス第二部 副部 営業統括部 副部長

長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 南部　京太

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事業本部

ＳＣ基盤統括部長 ＳＣ基盤統括部長

事業推進グループ

グローバルビジネス推進部 副部長
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ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 白川　正人

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事業本部

クラウド基盤サービス部長 クラウド基盤サービス部長

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 ｎｅｔＸデータセンター事業本部

クラウドサービス部長 クラウドサービス部 副部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 牧野　純也

マネジメントサービス第一事業本部長代理 事業推進グループ

事業高度化推進部長 事業高度化推進室長

開発センター

専門性評価推進部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 梅田　和敬

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

製造マネジメントサービス第一部長 製造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マネジメント事業部門 三津田　元

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

製造マネジメントサービス第二部長 製造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マネジメント事業部門 福田　洋介

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

通信マネジメントサービス第一部長 通信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マネジメント事業部門 川上　美岳

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

通信マネジメントサービス第二部長 通信マネジメントサービス第二部長

マネジメントサービス第二事業本部

金融テクノロジーサービス部 副部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 藤田　和也

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

流通マネジメントサービス第一部長 流通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マネジメント事業部門 岩崎　奨

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

流通マネジメントサービス第二部長 流通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マネジメント事業部門 野元　宏盛

マネジメントサービス第一事業本部 マネジメントサービス事業本部

流通マネジメントサービス第二部 副部長 流通マネジメントサービス第二部

第三課長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 越　尚貴

マネジメントサービス第二事業本部長代理 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第一部長
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ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 冨所　義之

マネジメントサービス第二事業本部 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第一部 副部長 製造マネジメントサービス第一部

第一課長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 原木　史匡

マネジメントサービス第二事業本部 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第二部長 金融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マネジメント事業部門 圓尾　学

マネジメントサービス第二事業本部 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第三部長 金融マネジメントサービス第三部長

基盤インテグレーション事業本部

エンタープライズ基盤サービス第二部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 齊藤　一郎

マネジメントサービス第二事業本部 基盤インテグレーション事業本部

金融テクノロジーサービス部長 エンタープライズ基盤サービス第二部 副部

長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 角野　正礼

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 基盤インテグレーション事業本部

センター戦略企画部長 営業統括部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 山中　克己

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 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 クラウドサービス部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 渡辺　悟

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 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 副部長 サービスマネジメント部 副部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 森山　克也

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 事業推進グループ

サービスマネジメント第二部長 プロジェクト監理部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 小堀　和夫

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 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 副部長 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マネジメント事業部門 齊藤　力

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 ｎｅｔＸデータセンター事業本部

サービス基盤部長 センターマネジメント部長
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ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 稲葉　徹

ｎｅｔＸデータセンター事業本部 基盤インテグレーション事業本部

クラウドサービス部 副部長 ネットワーク基盤サービス部

第一課長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 北出　直久

西日本ＩＴマネジメント事業本部 西日本ＩＴマネジメント事業本部

アウトソーシングサービス第一部長 マネジメントサービス部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 坂口　新

西日本ＩＴマネジメント事業本部 西日本ＩＴマネジメント事業本部

アウトソーシングサービス第二部長 マネジメントサービス部 副部長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 須藤　靖

西日本ＩＴマネジメント事業本部 西日本ＩＴマネジメント事業本部

アウトソーシングサービス第二部 副部長 マネジメントサービス部

第一課長

ＩＴマネジメント事業部門 ＩＴマネジメント事業部門 土屋　直人

西日本ＩＴマネジメント事業本部 西日本ＩＴマネジメント事業本部

センターサービス部長 サービスマネジメント部長

以　　　上
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