
 1

平成 26 年 2 月 28 日 

各  位 

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス 

代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生

（コード番号 4812 東証第１部）

問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫

 （TEL. 03-6713-6160）

 

組織機構改革、取締役の担当変更、 

執行役員の選任・執行業務の決定、ならびに管理職人事について 

 

当社は、平成 26 年 4 月 1 日付組織機構、取締役の担当、執行役員およびその執行業務、ならびに管理

職人事を以下のとおりとすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 組織機構改革 

（１）部門（本部/事業部）レベル 

① オープンイノベーション研究所の部門レベルへの変更 

オープンイノベーション研究所の位置づけを部署レベルから部門レベルへ変更する。 

 

② ｢グローバルビジネス開発本部｣の新設 

中国・アセアン地域の非日系企業を中心としたグローバル事業の一層の拡大を目的として、「グ

ローバルビジネス開発本部」を新設し、経営企画本部のグローバル事業推進室の一部機能を移管

する。 

 

（２）部門内組織（ユニット/支社/部署）レベル 

① オープンイノベーション研究所 

a. マーケティングおよびビジネス化に向けた実証実験の機能を担う「ビジネスデザイン・ラボ」を新

設する。 

b. プロトタイピングによる先端技術の実証実験の機能を担う「テクノロジーデザイン・ラボ」を新設

する。 

c. ユーザインタフェースやデザイン開発を担う「エクスペリエンスデザイン・ラボ」を新設する。 

 

② 経営企画本部 

a. 「コーポレートコミュニケーション室」を新設し、経営企画室の IR、広報の機能を移管する。 

b. グローバル事業推進室を廃止する。 

 

③ 技術本部 

a. クラウド技術に関する機能を担う「クラウドビジネス推進部」を新設する。 
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④「グローバルビジネス開発本部」 

a. 経営企画本部グローバル事業推進室の一部機能を移管し、「事業開発部」に改称する。 

 

⑤ 金融ソリューション事業部 

⑤－1 ユニット編制の改編 

営業、技術機能別に設置されている現行ユニット編制を廃し、顧客およびソリューションに応じたユ

ニット編制へと再編する。 

＜新設するユニット＞ 

「グローバルアカウントビジネス第１ユニット」 

「グローバルアカウントビジネス第２ユニット」 

「決済ソリューションビジネスユニット」 

「BANK・R ソリューションビジネスユニット」 

 

＜廃止するユニット＞ 

金融営業ユニット、金融クライアントソリューションユニット、市場系ソリューションユニット、金

融プロダクトソリューション第 1 ユニット、金融プロダクトソリューション第 2 ユニット 

 

⑤－2 部署編制の改編 

「グローバルアカウントビジネス第 1 ユニット」 

a. 金融営業 1 部の機能および金融営業 3 部の一部機能を移管し、「営業部」を新設する。 

b. 金融クライアントソリューション 1部の一部機能および金融クライアントソリューション 2部を

移管し、「グローバルソリューション 1 部」を新設する。 

c. 市場系ソリューション１部の一部機能を移管し、「グローバルソリューション 2 部」を新設する。 

d. 金融クライアントソリューション 1 部の一部機能を移管し、「グローバルソリューション 3 部」

を新設する。 

e. 金融クライアントソリューション 3 部の一部機能を移管し、「クライアントソリューション部」

を新設する。 

 

「グローバルアカウントビジネス第 2 ユニット」 

a. 金融営業 2 部の機能および金融営業 3 部の一部機能を移管し、「営業部」を新設する。 

b. 金融クライアントソリューション 3 部の一部機能を移管し、「ネットビジネスソリューション部」

を新設する。 

c. 市場系ソリューションユニットから、市場系ソリューション 1 部、市場系ソリューション 2 部お

よび市場系ソリューション 3 部を移管する。 

 

「決済ソリューションビジネスユニット」 

a. 金融事業戦略部の一部機能を移管し、「決済ソリューション営業部」を新設する。 

b. 金融プロダクトソリューション 1 部の機能を移管し、「決済ソリューション部」を新設する。 
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「BANK・R ソリューションビジネスユニット」 

a. 金融営業 3 部の一部機能および金融営業 4 部の機能を移管し、「BANK・R 営業部」を新設する。 

b. 金融プロダクトソリューション 2部の機能および金融プロダクトソリューション 4部の機能を移

管し、「BANK・R ソリューション 1 部」を新設する。 

c. 金融プロダクトソリューション 3 部の機能を移管し、「BANK・R ソリューション 2 部」を新設

する。 

d. 金融プロダクトソリューション 5 部の機能を移管し、「BANK・R ソリューション 3 部」を新設

する。 

 

＜廃止する部署＞ 

金融営業 1 部、金融営業 2 部、金融営業 3 部、金融営業 4 部、金融クライアントソリューション 1

部、金融クライアントソリューション 2 部、金融クライアントソリューション 3 部、金融プロダク

トソリューション 1 部、金融プロダクトソリューション 2 部、金融プロダクトソリューション 3 部、

金融プロダクトソリューション 4 部、金融プロダクトソリューション 5 部 

 

⑥ エンタープライズソリューション営業統括本部 

⑥－1 ユニット編制の改編 

＜新設・改称するユニット＞ 

「事業戦略ユニット」（戦略ビジネスユニットを改称） 

「オートモーティブユニット」（インダストリーユニットを改称） 

 

＜廃止するユニット＞ 

アカウントソリューションユニット 

 

⑥－2 部署編制の改編 

エンタープライズソリューション営業統括本部直轄 

a. 「アジアビジネス推進室」を新設する。 

 

「事業戦略ユニット」 

a. VSP 室の機能およびアカウントソリューションユニット営業 2 部の一部機能を移管し、「事業開

発 1 部」を新設する。 

b. ビジネスイノベーション推進室の一部機能を移管し「事業開発 2 部」を新設する。 

 

ビジネスソリューションユニット 

a. HRM 営業推進部の機能およびエンタープライズソリューション技術統括本部事業企画管理ユニ

ットの ES 事業推進部の機能を移管し、「BS 営業企画推進部」を新設する。 

b. 事業戦略ユニットよりクラウドビジネス推進室の一部機能およびビジネスイノベーション推進

室の一部機能を移管し、「クラウドサービス営業部」を新設する。 

c. アカウントソリューションユニット営業 1 部の機能を移管し、「BS 営業 1 部」を新設する。 
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d. ソリューション営業 3 部を「BS 営業 2 部」に改称する。 

e. ソリューション営業 1 部を「BS 営業 3 部」に改称する。 

f. ソリューション営業 2 部を「BS 営業 4 部」に改称する。 

 

エンジニアリングソリューションユニット 

a. 営業企画推進部の一部機能を移管し、「ES 営業企画推進部」を新設する。 

b. アカウントソリューションユニット営業 2 部の一部機能を移管し、「ES 営業 1 部」を新設する。 

c. アカウントソリューションユニット営業 3 部の機能を移管し、「ES 営業 2 部」を新設する。 

d. ソリューション営業部を「ES 営業 3 部」に改称する。 

e. 営業企画推進部の一部機能を移管し、「ES 営業 4 部」を新設する。 

 

＜廃止する部署＞ 

クラウドビジネス推進室、ビジネスイノベーション推進室、VSP 室、HRM 営業推進部、営業企画推

進部、営業 1 部、営業 2 部、営業 3 部 

 

⑦ エンタープライズソリューション技術統括本部 

⑦－1 ユニット編制の改編 

＜新設・改称するユニット＞ 

「事業管理ユニット」（事業企画管理ユニットを改称） 

「エンジニアリングソリューション第 2 ユニット」（新設） 

「エンジニアリングソリューション第 3 ユニット」（エンジニアリングソリューション第 2 ユニット

を改称） 

「SI ユニット」（新設） 

 

＜廃止するユニット＞ 

ソリューション開発第 1 ユニット、ソリューション開発第 2 ユニット 

 

⑦－2 部署編制の改編 

「事業管理ユニット」 

a. ES 事業企画部を ES 事業管理部に統合し、ES 事業企画部を廃止する。 

b. ES 事業推進部を廃止する。 

 

エンジニアリングソリューション第 1 ユニット 

a. PLM 技術部の一部機能を移管し、「PLM 推進部」を新設する。 

b. ソリューション開発第 2 ユニット戦略技術 1 部の機能を移管し、「PLM コンサルティング部」を

新設する。 

c. 「ES 豊田 MBD 技術部」を新設する。 

 

「エンジニアリングソリューション第 2 ユニット」 

a. エンジニアリングソリューション第 1 ユニットより ES 技術 1 部、ES 技術 2 部およびソリュー
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ション開発第 2 ユニットよりカスタマーソリューション部を移管する。 

b. ソリューション開発第 2 ユニット戦略技術 2 部の機能を ES 技術 2 部に移管する。 

 

 

「SI ユニット」 

a. ソリューション開発 3 部の機能をソリューション開発 1 部に移管する。 

b. MBD/CAE ユニットより MBD 開発部を移管する。 

 

＜廃止する部署＞ 

ES 事業企画部、ES 事業推進部、ソリューション開発 3 部、戦略技術 1 部、戦略技術 2 部 

 

⑧ コミュニケーション IT 事業部 

⑧－1 ユニット編制の改編 

＜新設・改称するユニット＞ 

「営業ユニット」（CIT 営業ユニットを改称） 

「基幹系ユニット」（システム開発ユニットを改称） 

「ビジネス系ユニット」（ビジネス開発ユニットを改称） 

 

⑧－2 部署編制の改編 

「ビジネス系ユニット」 

a. 事業部直轄部署である CIT 事業戦略部を移管する。 

b. 「マーケティング IT 部」を新設する。 
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２． 取締役の担当変更および執行役員人事 

平成 26 年 4 月 1日付取締役の担当、執行役員および執行業務を以下のとおりとする。 

 

【 】内は執行役員役位、執行役員の任期は平成 26 年 4 月 1日から平成 27 年 3 月 31 日まで 

氏名 新職 現職 

釜井 節生 

(かまい せつお) 

代表取締役社長 

【最高経営責任者兼最高執行責任者】 

（再任） 

代表取締役社長 

【最高経営責任者兼最高執行責任者】 

福山 章弘 

(ふくやま あきひろ) 

取締役  

【副社長執行役員】（再任）    

営業統括 

エンタープライズソリューションセグメント長 

グローバルビジネス開発本部担当 

エンタープライズソリューション事業部長委嘱

取締役  

【副社長執行役員】    

営業統括 

エンタープライズソリューションセグメント長 

エンタープライズソリューション事業部長委嘱 

市川 建志 

(いちかわ けんじ) 

取締役           

【専務執行役員】（再任）      

エンタープライズソリューションセグメント長補佐

 (株式会社 ISID アドバンストアウトソーシン

グ代表取締役社長) 

取締役           

【専務執行役員】      

エンタープライズソリューションセグメント長補佐

 (株式会社 ISID アドバンストアウトソーシン

グ代表取締役) 

上原 伸夫 

(うえはら のぶお) 

取締役           

【専務執行役員】（再任）      

管理統括 グループ会社統括 

経営企画本部、統合リスク管理室担当 

 (株式会社 ISID アシスト代表取締役社長) 

取締役           

【専務執行役員】      

管理統括 グループ会社統括 

経営企画本部、統合リスク管理室担当 

経営企画本部長委嘱 

(株式会社 ISID アシスト代表取締役社長) 

梅沢 幸之助 

(うめざわ こうのすけ) 

取締役          

【常務執行役員】（再任）      

開発・技術統括 

管理本部、技術本部担当 

取締役          

【常務執行役員】      

開発・技術統括 

管理本部、技術本部担当 

吉本 敦 

(よしもと あつし) 

取締役           

【常務執行役員】（再任）        

エンタープライズソリューションセグメント長補佐

(株式会社アイティアイディコンサルティング代表

取締役社長) 

取締役           

【常務執行役員】          

エンタープライズソリューションセグメント長補佐

(株式会社アイティアイディコンサルティング代表

取締役社長) 

小林 明 

(こばやし あきら) 

取締役            

【常務執行役員】（再任）    

金融ソリューションセグメント長 

グローバルビジネス開発本部担当補佐 

取締役            

【常務執行役員】    

金融ソリューションセグメント長 

堀沢 紳 

(ほりさわ しん) 

取締役             

【常務執行役員】（再任）      

営業統括補佐 

コミュニケーションITセグメント長 

オープンイノベーション研究所担当 

取締役             

【常務執行役員】      

営業統括補佐 

コミュニケーションITセグメント長 

オープンイノベーション研究所担当 
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氏名 新職 現職 

遠谷 信幸 

(とおや のぶゆき) 

社外取締役（非常勤） 

株式会社電通 執行役員 

デジタル・ビジネス局長 

 (株式会社電通デジタル・ホールディング

ス代表取締役社長) 

社外取締役（非常勤） 

株式会社電通 執行役員 

デジタル・ビジネス局長 

 (株式会社電通デジタル・ホールディング

ス代表取締役社長) 

小谷 繁弘 

(こたに しげひろ) 

【上席執行役員】（再任） 
エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション技術統括本部長

【上席執行役員】 
エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション技術統括本部長

菅沼 重行 

(すがぬま しげゆき) 

【上席執行役員】（再任） 

中国統括 

(上海電通信息服務有限公司 董事長) 
(Chairman of the Board, Director/ 

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.) 

 

【上席執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

齋藤 実 

(さいとう みのる) 

【上席執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT 事業部長 

【上席執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部長 

森岡 泰郎 

(もりおか やすお) 

【上席執行役員】（再任） 

管理本部長 

【上席執行役員】 

管理本部長 

渡邊 信彦 

(わたなべ のぶひこ) 

【執行役員】（再任） 

オープンイノベーション研究所長 

兼テクノロジーデザイン･ラボ部長 

【執行役員】 

オープンイノベーション研究所長 

海野 慎一 

(うみの しんいち) 

【執行役員】（再任） 

アセアン統括 

(Chairman of the Board, Director/ 

 ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.）、

(Chairman of the Board, Director/ 

ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.）、

(Chairman of the Board, Director/ 

PT. ISID Indonesia） 

【執行役員】 

(Chairman of the Board, Director/ 

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.)

(Chairman of the Board, 

Director/ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.)

(Chairman of the Board, Director/ISID 

South East Asia (Thailand) Co., Ltd.) 

(Chairman of the Board, Director/PT. 

ISID Indonesia) 

 

阿部 公継 

(あべ きみつぐ) 

【執行役員】（再任） 

技術本部長 

兼クラウドビジネス推進部長 

【執行役員】 

技術本部長 

兼調達推進部長 

丸山 裕幸 

(まるやま ひろゆき) 

【執行役員】（再任） 

経営企画本部長 

 

【執行役員】 

経営企画本部 

本部長補佐 

大金 慎一 

(おおがね しんいち) 

【執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス系ユニット長 

兼 CIT 事業戦略部長 

【執行役員】 

コミュニケーション IT 事業部 

ビジネス開発ユニット長 

兼 CIT 事業戦略部長 
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氏名 新職 現職 

名和 亮一 

(なわ りょういち) 

【執行役員】（再任） 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部 
副統括本部長 

兼関西支社長  

【執行役員】 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部 
副統括本部長 

兼関西支社長  

伊東 洋 

(いとう ひろし) 

【執行役員】（再任） 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部長

【執行役員】 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部長

兼戦略ビジネスユニット長 

太田 悟 

(おおた さとる) 

【執行役員】（再任） 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部 
副統括本部長 

兼広島支社長 

兼アジアビジネス推進室長 

【執行役員】 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション営業統括本部 
副統括本部長 

兼中部支社長、兼広島支社長 

武田 正利 

(たけだ まさとし) 

【執行役員】（再任） 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション技術統括本部 
副統括本部長 

【執行役員】 

エンタープライズソリューション事業部 
エンタープライズソリューション技術統括本部 
副統括本部長 

石若 仁 

(いしわか じん) 

【執行役員】（昇任） 

金融ソリューション事業部長 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼金融プロダクトソリューション第1ユニット長

（注）担当業務の役割は、以下のとおり。  

①営業統括 

グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける顧客とのリレーションの維持・拡大等、営

業活動全般を統括する。  

②管理統括  
グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける管理部門に関する事項を統括する。  

③開発・技術統括   

グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける技術部門の要員等の技術リソースについて、

その最適化を統括する。 

 ④グループ会社統括 

グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける経営管理に関する事項を統括する。 

⑤中国統括 

当社グループの中国地域での事業を統括するとともに、上海電通信息服務有限公司及び ISI-Dentsu of 

Hong Kong, Ltd.の経営管理に関する事項を統括する。 

⑥アセアン統括  

当社グループのアセアン地域での事業を統括するとともに、ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.、

ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.、および PT. ISID Indonesia の経営管理に関する事項を

統括する。 
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３． 管理職人事 

平成 26 年 4 月 1日付管理職人事を以下のとおりとする。 

 

（１）直轄部門 

氏名 新職 現職 

木村 陽 

(きむら よう) 
監査室長 － 

 

（２）オープンイノベーション研究所 

氏名 新職 現職 

森田 浩史 

(もりた ひろし) 

オープンイノベーション研究所 

ビジネスデザイン・ラボ部長 

兼エクスペリエンスデザイン・ラボ部長 

－ 

 

（３）経営企画本部 

氏名 新職 現職 

山口 昌浩 

(やまぐち まさひろ) 

経営企画本部 

経営企画本部長補佐 

兼経営企画室長 

経営企画本部 

経営企画室長 

籾木 直人 

(もみき なおと) 

経営企画本部 

コーポレートコミュニケーション室長 
－ 

 

（４）管理本部 

氏名 新職 現職 

荒木 正孝 

(あらき まさたか) 

管理本部 

総務部長 
－ 

 

（５）技術本部 

氏名 新職 現職 

平井 倫史 

(ひらい ともふみ) 

技術本部 

システム推進部長 
－ 

中村 雅士 

(なかむら まさし) 

技術本部 

調達推進部長 

技術本部 

システム推進部長 

 

 

 

 

 

 



 10

（６）グローバルビジネス開発本部 

氏名 新職 現職 

泉 浩之 

(いずみ ひろゆき) 
グローバルビジネス開発本部長 

経営企画本部付 

上海電通信息服務有限公司出向 

（上海電通信息服務有限公司 董事長） 

飯田 哲夫 

(いいだ てつお) 

グローバルビジネス開発本部 

本部長補佐 

兼事業開発部長 

兼金融ソリューション事業部 

金融事業戦略部長 

金融ソリューション事業部 

金融事業戦略部長 

木村 憲司 

(きむら けんじ) 

グローバルビジネス開発本部付 

ISI-Dentsu of America, Inc.出向 

 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット 

金融営業３部長 

 

 

（７）金融ソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

達家 浩一 

(たつや こういち) 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット長 

森 淳郎 

(もり じゅんろう) 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

 

 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューションユニット長

兼金融クライアントソリューション１部長 

兼金融クライアントソリューション２部長 

小林 靖佳 

(こばやし やすよし) 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼グローバルアカウントビジネス第１ユニット 

グローバルソリューション２部長 

兼グローバルアカウントビジネス第２ユニット 

市場系ソリューション１部長 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット長 

兼市場系ソリューション１部長 

 

 

 

村井 安浩 

(むらい やすひろ) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第１ユニット長 

兼営業部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット 

金融営業１部長 

平島 剛 

(ひらしま つよし) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第２ユニット長 

兼営業部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット 

金融営業２部長 

佐藤 秀樹 

(さとう ひでき) 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット長 

 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション第１ユニット

金融プロダクトソリューション３部長 
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氏名 新職 現職 

中川 雅昭 

(なかがわ まさあき) 

金融ソリューション事業部 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューションビジネスユニット長

 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション第２ユニット長 

兼金融プロダクトソリューション４部長 

綾部 豊 

(あやべ ゆたか) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第１ユニット 

グローバルソリューション１部長 

－ 

田尻 理 

(たじり おさむ) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第１ユニット 

グローバルソリューション３部長 

－ 

飯田 広基 

(いいだ こうき) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第１ユニット 

クライアントソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

金融クライアントソリューションユニット 

金融クライアントソリューション３部長 

小原 武史 

(おはら たけし) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第２ユニット 

市場系ソリューション２部長 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション２部長 

西田 圭吾 

(にしだ けいご) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第２ユニット 

市場系ソリューション３部長 

金融ソリューション事業部 

市場系ソリューションユニット 

市場系ソリューション３部長 

遠田 将弘 

(とおだ まさひろ) 

金融ソリューション事業部 

グローバルアカウントビジネス第２ユニット 

ネットビジネスソリューション部長 

－ 

久永 真介 

(ひさなが しんすけ) 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット 

決済ソリューション営業部長 

－ 

五十嵐 欣次 

(いがらし きんじ) 

金融ソリューション事業部 

決済ソリューションビジネスユニット 

決済ソリューション部長 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション第１ユニット

金融プロダクトソリューション１部長 

安廣 征太 

(やすひろ はやた) 

金融ソリューション事業部 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューションビジネスユニット 

ＢＡＮＫ・Ｒ営業部長 

金融ソリューション事業部 

金融営業ユニット 

金融営業４部長 

佐藤 数明 

(さとう かずあき) 

金融ソリューション事業部 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューションビジネスユニット 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューション１部長 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション第２ユニット

金融プロダクトソリューション２部長 

金子 義彦 

(かねこ よしひこ) 

金融ソリューション事業部 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューションビジネスユニット 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューション２部長 

－ 

高橋 健 

(たかはし けん) 

金融ソリューション事業部 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューションビジネスユニット 

ＢＡＮＫ・Ｒソリューション３部長 

金融ソリューション事業部 

金融プロダクトソリューション第２ユニット

金融プロダクトソリューション５部長 
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（８）エンタープライズソリューション事業部 

① エンタープライズソリューション営業統括本部 

氏名 新職 現職 

村野 俊之 

(むらの としゆき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

事業戦略ユニット長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

統括本部長補佐 

兼戦略ビジネスユニット 

ＶＳＰ室長 

橋田 裕之 

(はしだ ひろゆき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット長 

 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット長 

兼ＨＲＭ営業推進部長 

岩本 浩久 

(いわもと ひろひさ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット長

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット長

兼アカウントソリューションユニット長 

首藤 哲也 

(しゅとう てつや) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

豊田支社長 

兼オートモーティブユニット長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

豊田支社長 

兼インダストリーユニット長 

鵜飼 由人 

(うかい よしひと) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

中部支社長 

兼中部営業１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

中部支社 副支社長 

兼中部営業１部長 

西村 浩行 

(にしむら ひろゆき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

事業戦略ユニット 

事業開発１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第２ユニット 

戦略技術２部長 

田仲 浩 

(たなか ひろし) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

事業戦略ユニット 

事業開発２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

戦略ビジネスユニット 

ビジネスイノベーション推進室長 

宮崎 章浩 

(みやざき あきひろ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ＢＳ営業企画推進部長 

－ 

荒瀬 光宏 

(あらせ みつひろ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

クラウドサービス営業部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

戦略ビジネスユニット 

クラウドビジネス推進室長 
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氏名 新職 現職 

梅田 貴之 

(うめだ たかゆき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ＢＳ営業１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

アカウントソリューションユニット 

営業１部長 

橋本 宣英 

(はしもと のりひで) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ＢＳ営業２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ソリューション営業３部長 

飯島 義崇 

(いいじま よしたか) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ＢＳ営業３部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ソリューション営業１部長 

有福 雄乃助 

(ありふく ゆうのすけ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ＢＳ営業４部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

ビジネスソリューションユニット 

ソリューション営業２部長 

松尾 博基 

(まつお ひろき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ＥＳ営業企画推進部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

営業企画推進部長 

前島 英人 

(まえじま えいと) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ＥＳ営業１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

アカウントソリューションユニット 

営業２部長 

柄沢 賢一 

(からさわ けんいち) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ＥＳ営業２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

アカウントソリューションユニット 

営業３部長 

原 悦緒 

(はら えつお) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ＥＳ営業３部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ソリューション営業部長 

袖井 幸久 

(そでい ゆきひさ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

エンジニアリングソリューションユニット 

ＥＳ営業４部長 

－ 
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氏名 新職 現職 

冨岡 広 

(とみおか ひろし) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

オートモーティブユニット 

東日本営業部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

インダストリーユニット 

東日本営業部長 

中根 弘彰 

(なかね ひろあき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

中部支社 中部営業２部長 

兼豊田支社 豊田営業２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション営業統括本部 

豊田支社 豊田営業２部長 

兼中部支社 中部営業２部長 

 

② エンタープライズソリューション技術統括本部 

氏名 新職 現職 

小林 正己 

(こばやし まさみ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

統括本部長補佐 

兼事業管理ユニット長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第２ユニット長 

兼カスタマーソリューション部長 

山川 裕 

(やまかわ ゆたか) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ビジネスソリューション第２ユニット長 

 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ビジネスソリューション第２ユニット長 

兼ＨＲＭソリューション１部長 

川口 宏 

(かわぐち ひろし) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット長

兼ＰＬＭ技術部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット長

兼ＥＳ技術１部長 

橋本 淳一 

(はしもと じゅんいち) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット長

兼ＥＳ技術１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット 

ＥＳ技術２部長 

二部 晃 

(にべ あきら) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第３ユニット長

兼ＥＳ中部技術部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット長

兼ＥＳ中部技術部長 

佐山 日出人 

(さやま ひでと) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ＳＩユニット長 

 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第１ユニット長 

兼ソリューション開発３部長 

荒木 真一郎 

(あらき しんいちろう) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

事業管理ユニット 

ＥＳ事業管理部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

事業企画管理ユニット 

ＥＳ事業管理部長 
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氏名 新職 現職 

田邉 達也 

(たなべ たつや) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

事業管理ユニット 

プロジェクト管理室長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

事業企画管理ユニット 

プロジェクト管理室長 

相澤 祐司 

(あいざわ ゆうじ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ビジネスソリューション第２ユニット 

ＨＲＭソリューション１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ビジネスソリューション第２ユニット 

ＨＲＭソリューション２部長 

斎藤 達也 

(さいとう たつや) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ビジネスソリューション第２ユニット 

ＨＲＭソリューション２部長 

－ 

永渕 和夫 

(ながぶち かずお) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット 

ＰＬＭ推進部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット 

ＰＬＭ技術部長 

高田 直澄 

(たかだ なおずみ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット 

ＰＬＭコンサルティング部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第２ユニット 

戦略技術１部長 

田中 創 

(たなか はじめ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第１ユニット 

ＥＳ豊田ＭＢＤ技術部長 

－ 

馬場 健一郎 

(ばば けんいちろう) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット 

ＥＳ技術２部長 

－ 

椋田 裕貴 

(むくだ ひろき) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット 

カスタマーソリューション部長 

－ 

村上 勝己 

(むらかみ かつみ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第３ユニット 

ＥＳ関西技術部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット 

ＥＳ関西技術部長 
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氏名 新職 現職 

森 仁志 

(もり ひとし) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第３ユニット 

ＥＳ広島技術１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット 

ＥＳ広島技術１部長 

久保 勝紀 

(くぼ かつのり) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第３ユニット 

ＥＳ広島技術２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

エンジニアリングソリューション第２ユニット 

ＥＳ広島技術２部長 

渡邊 雅範 

(わたなべ まさのり) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ＳＩユニット 

ソリューション開発１部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第１ユニット 

ソリューション開発１部長 

齋藤 恒一 

(さいとう こういち) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ＳＩユニット 

ソリューション開発２部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ソリューション開発第１ユニット 

ソリューション開発２部長 

金上 裕輔 

(かながみ ゆうすけ) 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ＳＩユニット 

ＭＢＤ開発部長 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

ＭＢＤ／ＣＡＥユニット 

ＭＢＤ開発部長 

 

 

（９）コミュニケーション IT 事業部 

氏名 新職 現職 

幸坂 知樹 

(こうさか ともき) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

事業部長補佐 

 

エンタープライズソリューション事業部 

エンタープライズソリューション技術統括本部 

事業企画管理ユニット長 

池上 泰之 

(いけがみ やすゆき) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

事業部長補佐 

経営企画本部 

本部長補佐 

矢吹 達夫 

(やぶき たつお) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

営業ユニット長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ＣＩＴ営業ユニット長 

兼営業推進部長 

山坂 勝己 

(やまさか かつみ) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

基幹系ユニット長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

システム開発ユニット長 

東崎 厚広 

(とうざき あつひろ) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

営業ユニット 

ＩＳ営業推進部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ＣＩＴ営業ユニット 

ＩＳ営業推進部長 
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氏名 新職 現職 

高橋 英昌 

(たかはし ひでまさ) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

営業ユニット 

営業推進部長 

経営企画本部付 

ISI-Dentsu of America, Inc.出向 

(President & CEO, Director/ISI-Dentsu 

of America, Inc.) 

岩澤 聡 

(いわさわ さとる) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

基幹系ユニット 

システム開発１部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

システム開発ユニット 

システム開発１部長 

井上 智隆 

(いのうえ ともたか) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

基幹系ユニット 

システム開発２部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

システム開発ユニット 

システム開発２部長 

内川 政義 

(うちかわ まさよし) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

基幹系ユニット 

システム開発３部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

システム開発ユニット 

システム開発３部長 

中村 優一 

(なかむら ゆういち) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

プラットフォーム開発１部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス開発ユニット 

プラットフォーム開発１部長 

瀬戸 孝明 

(せと たかあき) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

プラットフォーム開発２部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス開発ユニット 

プラットフォーム開発２部長 

寺田 徹央 

(てらだ てつお) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

デジタルビジネスソリューション部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス開発ユニット 

デジタルビジネスソリューション部長 

海津 泰夫 

(かいつ やすお) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

デジタルビジネス開発部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス開発ユニット 

デジタルビジネス開発部長 

荻原 克行 

(おぎわら かつゆき) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

イノベーション開発部長 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス開発ユニット 

イノベーション開発部長 

中村 成孝 

(なかむら のりたか) 

コミュニケーションＩＴ事業部 

ビジネス系ユニット 

マーケティングＩＴ部長 

－ 

 

以上 


