
 

1 

 

平成 27年 2月 27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 27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 

 

＜組織機構改革＞ 

 

Ⅰ．セグメントの組織改編 

 

エンタープライズソリューションセグメントを、「ビジネスソリューションセグメント」（※1）およ

び「エンジニアリングソリューションセグメント」（※2）に分割し、現行の 3 セグメント制を 4 セ

グメント制とする。 

 

現行：3セグメント制  4/1 付：4セグメント制 

金融ソリューション 金融ソリューション 

エンタープライズソリューション 

ビジネスソリューション ※1 

エンジニアリングソリューション ※2 

コミュニケーション IT コミュニケーション IT 

 

※1 主に、人事管理、会計等、経営管理分野を対象としたビジネスソリューションの提供 

※2 主に、製造業の製品開発・製造分野を対象としたエンジニアリングソリューションの提供 

 

 

 

 



 

2 

 

Ⅱ．部門レベルの組織改編 

 

１． オープンイノベーション研究所およびコミュニケーション IT事業部の組織変更 

（１） コミュニケーション IT 事業部の「2020 テクノロジー＆ビジネス開発室」の機能を、直轄ユ

ニットとして独立させる。 

（２） オープンイノベーション研究所の組織階層を従来の部門レベルから部署レベルに変更すると

ともに、上記「2020テクノロジー＆ビジネス開発室」に移管し、名称を「オープンイノベー

ションラボ」に変更する。 

 

２． エンタープライズソリューション事業部の組織変更 

エンタープライズソリューション事業部を再編し、下記の 3 事業部、1 本部を新設する。再編に

伴い、エンタープライズソリューション事業部は廃止する。 

 

現行  4/1 付：3事業部 1本部に再編 

エンタープライズソリューション事業部 

 ビジネスソリューション事業部  ※1 

エンジニアリングソリューション事業部  ※2 

オートモーティブ事業部  ※3 

戦略ビジネス推進本部  ※4 

 

※1 主に、人事管理、会計等、経営管理分野を対象としたビジネスソリューションの提供（ビジ

ネスソリューションセグメント） 

※2 主に、自動車業界以外の製造業の製品開発・製造分野を対象としたエンジニアリングソリ

ューションの提供（エンジニアリングソリューションセグメント） 

※3 主に、自動車業界の製品開発・製造分野を対象としたエンジニアリングソリューションの

提供（エンジニアリングソリューションセグメント） 

※4 主に、ビッグデータビジネスおよび新規ビジネス開発を全社横断で推進 

 

 

Ⅲ．ユニット・支社・部署の組織改編 

 

１． 2020 テクノロジー＆ビジネス開発室 

｢プロジェクト推進部」、｢事業管理部」を新設する。 

 

２． 経営企画本部 

営業統括室を「戦略ビジネス推進本部」に移管する。 
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３． 「戦略ビジネス推進本部」 

新設本部として、下記 3ユニットおよび 7部署を設置する。 

ユニット名 部署名 

データサイエンス・イニシアティブ・ユニット データサイエンス 1･2部、 

データサイエンス営業推進部 

クリエイティブ３Ｄ・イニシアティブ・ユニット Visualization技術部 

 

ビジネス推進・イニシアティブ・ユニット 営業統括室（※1）、アジアビジネス推進室、 

新規事業開発室 

※1 経営企画本部からの移管 

 

 

４． 金融ソリューション事業部 

（１） 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を「グローバルテクノロジービジネス部」に改称する。 

 

 

５． 「ビジネスソリューション事業部」 

新設事業部として、下記 5ユニット／2支社および 19部署を設置する。 

ユニット名／支社名 部署名 

事業推進ユニット 

 

BS事業管理部、BS営業企画推進部、 

BSソリューション開発部 

HRM ソリューションユニット HRM ソリューション営業部、 

HRM コンサルティング 1・2部 

システムインテグレーションユニット クラウドサービス営業部、SI 営業部、 

SIコンサルティング 1･2部 

グループ経営ソリューションユニット グループ経営ソリューション営業部、 

グループ経営コンサルティング 1～3部 

SCM ソリューションユニット エンタープライズソリューション営業部、 

SCM コンサルティング 1･2部 

中部支社 BS中部営業部 

 

関西支社 

 

BS関西営業部 
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６． 「エンジニアリングソリューション事業部」 

新設事業部として、下記 5ユニットおよび 20部署を設置する。 

ユニット名 部署名 

事業管理ユニット 

 

ES事業管理部 

営業ユニット ES営業１部～5部、製品企画推進部、 

営業企画推進部、ES中部営業部、ES関西営業部 

ES 技術第 1ユニット カスタマーソリューション部、 

ES技術 1～3部 

ES 技術第 2ユニット 製品技術部、西日本技術部 

 

戦略技術ユニット 戦略技術 1～4部 

 

 

 

７．「オートモーティブ事業部」 

新設事業部として、下記 4ユニット／2支社および 10部署を設置する。 

ユニット名／支社名 部署名 

事業管理ユニット オートモーティブ事業管理部 

営業ユニット 戦略ビジネス営業推進部、東日本営業部 

豊田支社 豊田営業 1･2 部 

広島支社 広島営業部 

第 1技術ユニット 東日本技術部、豊田技術部 

第 2技術ユニット 広島技術 1･2 部 

 

 

８．コミュニケーション IT事業部 

（１） 基幹系ユニット 

· 「プライベートクラウド準備室」を新設する。 

 

（２） ビジネス系ユニット 

· 「CIT 事業戦略部」を事業部直轄部署とする。 

· プラットフォーム開発 1・2 部およびデジタルビジネスソリューション部を再編し、「公共

ビジネス部」および「IT ソリューション部」を新設する。 

· デジタルビジネス開発部を「ソーシャルテクノロジー開発部」に改称する。 

· イノベーション開発部を「データソリューション開発部」に改称する。 
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＜取締役の担当変更および執行役員人事＞ 

平成 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までとする。 

氏名 新職 現職 

釜井 節生 

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 

取締役 

【副社長執行役員】(再任) 

営業統括 

エンジニアリングソリューションセグメント長 

戦略ビジネス推進本部、 

グローバルビジネス開発本部担当 

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 

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 

市川 建志 

取締役 

【専務執行役員】(再任) 

ビジネスソリューションセグメント長 

(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 

代表取締役社長) 

上原 伸夫 

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 

（株式会社 ISIDアシスト代表取締役社長） 

梅沢 幸之助 

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 

（株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役） 

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 

（株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役） 

吉本 敦 

取締役 

【常務執行役員】(再任) 

エンジニアリング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 

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 

グローバルビジネス開発本部担当補佐 

堀沢 紳 

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 

2020テクノロジー＆ビジネス開発室担当 

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 

オープンイノベーション研究所長委嘱 
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氏名 新職 現職 

小谷 繁弘 

【上席執行役員】（再任） 

ビジネスソリューション事業部長 

【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 

【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】 

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.） 

齋藤 実 

【上席執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT事業部長 

兼 CIT事業戦略部長 

兼 2020テクノロジー＆ビジネス開発室長 

【上席執行役員】 

コミュニケーション IT事業部長 

兼 2020テクノロジー＆ビジネス開発室長 

森岡 泰郎 

【上席執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT セグメント長補佐 

【上席執行役員】 

管理本部長 

 

八重樫真樹 

【上席執行役員】（昇任） 

管理本部長 

 

管理本部 

本部長補佐 

（3/1付着任予定） 

海野 慎一 

【執行役員】（再任） 

オートモーティブ事業部長 

兼広島支社長 

 

【執行役員】 

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） 

阿部 公継 

【執行役員】（再任） 

技術本部長 

兼開発技術部長 

兼クラウドビジネス推進部長 

【執行役員】 

技術本部長 

兼クラウドビジネス推進部長 

 

丸山 裕幸 

【執行役員】（再任） 

経営企画本部長 

【執行役員】 

経営企画本部長 

 

大金 慎一 

【執行役員】（再任） 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

兼 2020テクノロジー＆ビジネス開発室 

プロジェクト推進部長 

【執行役員】 

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 

 

名和 亮一 

【執行役員】（再任） 

エンジニアリングソリューション事業部長 

【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 

副統括本部長 

兼関西支社長  
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氏名 新職 現職 

伊東 洋 

【執行役員】（再任） 

戦略ビジネス推進本部長 

兼アセアン統括 

（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】 

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 

太田 悟 

【執行役員】（再任） 

アセアン統括補佐 

（Managing Director/ 

ISID South East Asia（Thailand) 

Co., Ltd.） 

【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 

兼広島支社長 

兼アジアビジネス推進室長 

武田 正利 

【執行役員】（再任） 

エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 

（株式会社 ISIDエンジニアリング代表取締役社長） 

 

【執行役員】 

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 

（株式会社 ISIDエンジニアリング代表取締役社長） 

石若 仁 

【執行役員】（再任） 

金融ソリューション事業部長 

兼金融事業戦略部長 

【執行役員】 

金融ソリューション事業部長 

山坂 勝己 

【執行役員】（昇任） 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット長 

兼プライベートクラウド準備室長 

コミュニケーション IT事業部 

基幹系ユニット長 

 

（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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＜管理職人事＞ 

平成 27 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 

森田 浩史 

2020テクノロジー＆ビジネス開発室 

オープンイノベーションラボ部長 

 

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 

兼テクノロジーデザイン・ラボ部長 

 

２．管理本部 

氏名 新職 現職 

中原 康宏 管理本部 法務部長 

 

－ 

 

 

３．グローバルビジネス開発本部 

氏名 新職 現職 

飯田 哲夫 

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 

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 

 

４．戦略ビジネス推進本部 

氏名 新職 現職 

村野 俊之 

戦略ビジネス推進本部 

本部長補佐 

兼クリエイティブ３Ｄ・イニシアティブ・ユニット長 

兼オートモーティブ事業部 

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営業統括本部 

事業戦略ユニット長 

達家 浩一 

戦略ビジネス推進本部  

ビジネス推進・イニシアティブ・ユニット長 

 

金融ソリューション事業部 

事業部長補佐 

 

土屋 尚友 

戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス・イニシアティブ・ユニット 

データサイエンス１部長 

－ 

西村 浩行 

戦略ビジネス推進本部 

クリエイティブ３Ｄ・イニシアティブ・ユニット 

Visualization技術部長 

兼ビジネス推進・イニシアティブ・ユニット 

アジアビジネス推進室長 

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営業統括本部

事業戦略ユニット 

事業開発 1部長 
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氏名 新職 現職 

稲葉 正人 

戦略ビジネス推進本部 

ビジネス推進・イニシアティブ・ユニット 

営業統括室長 

経営企画本部 

営業統括室長 

 

田仲 浩 

戦略ビジネス推進本部 

ビジネス推進・イニシアティブ・ユニット 

新規事業開発室長 

 

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営業統括本部

事業戦略ユニット 

事業開発 2部長 

 

５．金融ソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

遠田 将弘 

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 

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 

田中 祐輔 

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 

グローバルテクノロジービジネス部長 

－ 

飯田 広基 

金融ソリューション事業部付 

ISI-Dentsu South East Asia Pte.Ltd.出向 

 

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 

 

６．ビジネスソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

橋田 裕之 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼 HRM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 

佐山 日出人 

ビジネスソリューション事業部 

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 

SIユニット長 

兼 MBD 開発部長 

田邉 達也 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット長 

兼 BSソリューション開発部長 

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 

事業管理ユニット 

プロジェクト管理室長 

山川 裕 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレ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技術統括本部 

ビジネスソリューション第 2ユニット長 

林 晃司 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営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技術統括本部 

ビジネスソリューション第 1ユニット長 

兼 BSコンサルティング 4部長 

飯島 義崇 

ビジネスソリューション事業部 

SCMソリューションユニット長 

兼エンタープライズソリューション営業部長 

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 

ビジネスソリューションユニット 

BS営業 3部長 
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氏名 新職 現職 

鵜飼 由人 

ビジネスソリューション事業部 

中部支社長 

兼 BS中部営業部長 

兼事業部長補佐 

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営業統括本部 

中部支社長 

兼中部営業 1部長 

吉田 修身 

ビジネスソリューション事業部 

関西支社長 

兼 BS関西営業部長 

 

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 

関西支社 副支社長 

兼西日本営業 1部長 

渡邊 雅範 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット 

BS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 

SIユニット 

ソリューション開発 1部長 

宮崎 章浩 

ビジネスソリューション事業部 

事業推進ユニット 

BS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 

ビジネスソリューションユニット 

BS営業企画推進部長 

橋本 宣英 

ビジネスソリューション事業部 

HRMソリューションユニット 

HRMソリューション営業部長 

 

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 

ビジネスソリューションユニット 

BS営業 2部長 

相澤 祐司 

ビジネスソリューション事業部 

HRMソリューションユニット 

HRMコンサルティング 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 1部長 

斎藤 達也 

ビジネスソリューション事業部 

HRMソリューションユニット 

HRMコンサルティング 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 

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 

荒瀬 光宏 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーションユニット

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 

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 

中田 規子 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーションユニット 

SI営業部長 

－ 

田中 潤一郎 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーションユニット 

SIコンサルティング 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 1ユニット 

BSコンサルティング 1部長 

齋藤 恒一 

ビジネスソリューション事業部 

システムインテグレーションユニット 

SIコンサルティング 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 

SIユニット 

ソリューション開発 2部長 
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氏名 新職 現職 

有福 雄乃助 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営ソリューション営業部長 

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 

ビジネスソリューションユニット 

BS営業 4部長 

北島 秀樹 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 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 1ユニット 

BS西日本コンサルティング部長 

岡田 裕行 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 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 

ビジネスソリューション第 1ユニット 

BSコンサルティング 2部長 

大橋 秀太郎 

ビジネスソリューション事業部 

グループ経営ソリューションユニット 

グループ経営コンサルティング 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技術統括本部 

ビジネスソリューション第 1ユニット 

BSコンサルティング 3部長 

高田 直澄 

ビジネスソリューション事業部 

SCMソリューションユニット 

SCMコンサルティング 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 

PLM コンサルティング部長 

松田 延 

ビジネスソリューション事業部 

SCMソリューションユニット 

SCMコンサルティング 2部長 

 

－ 

 

７．エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

岩本 浩久 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼営業ユニット長 

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 

川口 宏 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業部長補佐 

兼戦略技術ユニット長 

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 

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 

小林 正己 

エンジニアリングソリューション事業部 

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 

統括本部長補佐 

兼事業管理ユニット長 

林原 聡太 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業管理ユニット長 

兼オートモーティブ事業部 

事業管理ユニット長 

－ 

橋本 淳一 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 1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 

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 
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氏名 新職 現職 

二部 晃 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 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 

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 

荒木 真一郎 

エンジニアリングソリューション事業部 

事業管理ユニット 

ES事業管理部長 

兼オートモーティブ事業部 

事業管理ユニット 

オートモーティブ事業管理部長 

兼オートモーティブ事業部付 

株式会社 ISIDエンジニアリング出向 

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 

兼エンタープライズソリューション事業部付 

株式会社 ISID エンジニアリング出向 

前島 英人 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

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 

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 

津田 肇 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

ES営業 2部長 

－ 

柄沢 賢一 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット ES営業 3部長 

兼戦略ビジネス推進本部 

データサイエンス・イニシアティブ・ユニット 

データサイエンス営業推進部長 

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 

ES営業 2部長 

 

原 悦緒 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

ES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 

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 

袖井 幸久 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

ES営業 5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 

ES営業 4部長 

金上 裕輔 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

製品企画推進部長 

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 

MBD 営業推進部長 

松尾 博基 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

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 

ES営業企画推進部長 

中根 弘彰 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

ES中部営業部長 

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 

中部支社 中部営業 2部長 

兼豊田支社 豊田営業 2部長 

小野 智生 

エンジニアリングソリューション事業部 

営業ユニット 

ES関西営業部長 

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 

関西支社 西日本営業 2部長 
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氏名 新職 現職 

椋田 裕貴 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第１ユニット 

カスタマーソリューション部長 

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 

カスタマーソリューション部長 

二井 貴夫 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 1ユニット 

ES技術 1部長 

－ 

馬場 健一郎 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 1ユニット 

ES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技術 2部長 

大里 崇 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 1ユニット 

ES技術 3部長 

兼エンジニアリングソリューション事業部付 

株式会社エステック出向 

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 

CAE 技術 2部長 

兼エンタープライズソリューション事業部付 

株式会社エステック出向 

永渕 和夫 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 2ユニット 

製品技術部長 

兼戦略技術ユニット 戦略技術 4部長 

兼オートモーティブ事業部 

第１技術ユニット 

東日本技術部長 

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 

PLM 推進部長 

村上 勝己 

エンジニアリングソリューション事業部 

ES技術第 2ユニット 

西日本技術部長 

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 3 ユニット 

ES関西技術部長 

堤 洋人 

エンジニアリングソリューション事業部 

戦略技術ユニット 

戦略技術 1部長 

－ 

矢野 雅久 

エンジニアリングソリューション事業部 

戦略技術ユニット 

戦略技術 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 

MBD/CAEユニット 

CAE 技術 1部長 

信國 治郎 

エンジニアリングソリューション事業部 

戦略技術ユニット 

戦略技術 3部長 

－ 

岩田 智行 

オートモーティブ事業部付 

株式会社 ISIDエンジニアリング出向 

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ユニット長 

兼 MBD 推進部長 
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８．オートモーティブ事業部 

氏名 新職 現職 

首藤 哲也 

オートモーティブ事業部 

事業部長補佐 

兼営業ユニット長 

兼豊田支社長 

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 

兼オートモーティブユニット長 

田渕 靖人 

オートモーティブ事業部 

豊田支社 副支社長 

兼第 1技術ユニット長 

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 

エンジニアリングソリューション第 1 ユニット 

ES豊田技術部長 

細越 隆史 

オートモーティブ事業部 

広島支社 副支社長 

兼広島営業部長 

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 

広島支社 広島営業部長 

森 仁志 

オートモーティブ事業部 

第 2技術ユニット長 

兼広島技術 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 3 ユニット 

ES広島技術 1部長 

大嶋 洋樹 

オートモーティブ事業部 

営業ユニット 

東日本営業部長 

兼戦略ビジネス営業推進部長 

グローバルビジネス開発本部付 

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

（ Managing Director,ISID South East Asia

（Thailand)Co., Ltd.） 

服部 浩明 

オートモーティブ事業部 

豊田営業 1部長 

兼豊田営業 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 1部長 

田中 創 

オートモーティブ事業部 

第 1技術ユニット 

豊田技術部長 

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 

ES豊田 MBD技術部長 

久保 勝紀 

オートモーティブ事業部 

第 2技術ユニット 

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 3 ユニット 

ES広島技術 2部長 
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９．コミュニケーション IT事業部 

氏名 新職 現職 

幸坂 知樹 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

兼戦略ビジネス推進本部 

本部長補佐 

兼データサイエンス・イニシアティブ・ユニット長 

兼データサイエンス 2部長 

コミュニケーション IT事業部 

事業部長補佐 

 

中村 優一 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット長 

 

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 

松浦 宏 

コミュニケーション IT事業部 

CIT事業管理部長 

兼 2020テクノロジー&ビジネス開発室 

事業管理部長 

コミュニケーション IT事業部 

CIT 事業管理部長 

瀬戸 孝明 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

公共ビジネス部長 

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 

寺田 徹央 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

ITソリューション部長 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

デジタルビジネスソリューション部長 

海津 泰夫 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

ソーシャルテクノロジー開発部長 

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 

荻原 克行 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

データソリューション開発部長 

コミュニケーション IT事業部 

ビジネス系ユニット 

イノベーション開発部長 

 

 

   以 上 

 


