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平成 24 年 9 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、執行役員の執行業務の変更および人事異動について 

 

当社は、平成 24 年 10 月 1 日付で組織機構改革、執行役員の執行業務の変更および人事異動を実施

することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織機構改革 

１－１．ビジネスソリューション事業部 

（１）部署の新設・改廃 

①ソリューション第 1 ユニット 

a. ソリューションコンサルティング 3 部の一部機能を移管し、「ソリューションコンサルティン

グ 5部」を新設する。 

 

②ソリューション第 2 ユニット 

a. 「ソリューション開発 1 部」および「ソリューション開発 2部」を新設し、ソリューション開

発部の機能を移管する。 

b. ソリューション開発部は廃止する。 

 

１－２．エンジニアリングソリューション事業部 

（１）ユニットの新設・改廃 

a. 「ES 営業ユニット」を新設し、SI ユニットおよびプロダクト推進ユニットの営業機能を移管

する。 

b. プロダクト推進ユニットの技術機能を SI ユニットに移管する。 

c. プロダクト推進ユニットを廃止する。 

 

（２）部署の新設・改廃 

①事業部直轄 

a. 戦略マーケティング部の機能を、「ES 営業ユニット」に新設する「クライアントソリューショ

ン営業 4 部」に移管し、戦略マーケティング部は廃止する。 

b. グローバルソリューション推進室を、「ES 事業戦略部」に改称する。 
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②「ES 営業ユニット」 

a. クライアントソリューション 1 部を「クライアントソリューション営業１部」に改称する。 

b. クライアントソリューション 2 部を「クライアントソリューション営業 2部」に改称し、一部

機能を「クライアントソリューション営業 4部」に移管する。 

c. プロダクト推進ユニットからプロダクト営業部を移管し、 「クライアントソリューション営

業 3部」に改称する。 

d. 「クライアントソリューション営業 4部」を新設する。 

e. プロダクト推進ユニットから MR 事業推進室を移管する。 

 

③SI ユニット 

a. PLM ソリューション 1部と PLM ソリューション 2部を統合し、「PLM ソリューション部」を新設

する。 

b. プロダクト推進ユニットからソリューション推進部を移管し、「クライアントソリューション

技術 3部」に改称する。 

c. プロダクト推進ユニットからカスタマーソリューション部およびCAEソリューション部を移管

する。 

 

１－３．中部支社 

（１）部署の新設・改廃 

a. 「クライアントソリューション営業部」および「クライアントソリューション技術部」を新設

し、クライアントソリューション部の機能を移管する。 

b. クライアントソリューション部を廃止する。 

 

 

 

２．執行役員の執行業務の変更 

氏名 新職 現職 

丸山 裕幸 

(まるやま ひろゆき) 

執行役員 

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 関西支社 副支社長 

兼 中部支社 副支社長 

執行役員 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 
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３．管理職人事 

（１）ビジネスソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

佐山 日出人 

(さやま ひでと) 

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第1ユニット長 

林 晃司 

(はやし こうじ) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 1 ユニット長 

兼ソリューションコンサルティング5部長

ビジネスソリューション事業部 

事業部長補佐 

田邉 達也 

(たなべ たつや) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 2 ユニット 

ソリューション開発 1部長 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 2 ユニット 

ソリューション開発部長 

齋藤 恒一 

(さいとう こういち) 

ビジネスソリューション事業部 

ソリューション第 2 ユニット 

ソリューション開発 2部長 

－ 

 

（２）エンジニアリングソリューション事業部 

氏名 新職 現職 

村野 俊之 

（むらの としゆき） 

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 ES 事業戦略部長 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

兼グローバルソリューション推進室長 

田山 紀雄 

（たやま のりお） 

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 ES 営業ユニット 

MR 事業推進室長 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

兼プロダクト推進ユニット 

MR 事業推進室長 

首藤 哲也 

（しゅとう てつや） 

エンジニアリングソリューション事業部

事業部長補佐 

エンジニアリングソリューション事業部

戦略マーケティング部長 

岩本 浩久 

（いわもと ひろひさ） 

エンジニアリングソリューション事業部

ES 営業ユニット長 

兼クライアントソリューション営業2部長

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット長 

小林 正己 

（こばやし まさみ） 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット長 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット長 
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氏名 新職 現職 

前島 英人 

（まえじま えいと） 

エンジニアリングソリューション事業部

ES 営業ユニット 

クライアントソリューション営業1部長

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

クライアントソリューション1部長

原 悦緒 

（はら えつお） 

エンジニアリングソリューション事業部

ES 営業ユニット 

クライアントソリューション営業3部長

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット 

プロダクト営業部長 

冨岡 広 

（とみおか ひろし） 

エンジニアリングソリューション事業部

ES 営業ユニット 

クライアントソリューション営業4部長

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

クライアントソリューション2部長

二部 晃 

（にべ あきら） 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

PLM ソリューション部長 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

PLM ソリューション 2部長 

松尾 博基 

（まつお ひろき） 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

クライアントソリューション技術3部長

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット 

ソリューション推進部長 

神原 憲裕 

（かんばら のりひろ） 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

カスタマーソリューション部長 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット 

カスタマーソリューション部長 

大里 崇 

（おおさと たかし） 

エンジニアリングソリューション事業部

SI ユニット 

CAE ソリューション部長 

エンジニアリングソリューション事業部

プロダクト推進ユニット 

CAE ソリューション部長 

 

（３）中部支社 

氏名 新職 現職 

桜井 仁司 

（さくらい ひとし） 

関西支社 副支社長 

兼中部支社 副支社長 

兼広島支社 副支社長 

関西支社 副支社長 

兼中部支社 副支社長 

兼クライアントソリューション部長 

兼広島支社 副支社長 

服部 浩明 

（はっとり ひろあき） 

中部支社 

クライアントソリューション営業部長
－ 

田渕 靖人 

（たぶち やすと） 

中部支社 

クライアントソリューション技術部長
－ 

以上 


