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２０１１年５月２０日 

各 位 
東京都文京区後楽１－７－２７ 
株式会社富士通マーケティング 
問い合わせ先  TEL(03)5804-8110 
広報 IR 部長   馬場  正規 

 

組織変更および役員の担務変更を含む人事異動について 

 

当社は、２０１１年５月２１日をもって、下記のとおり組織変更および役員の担務変更を含む人事異動

を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

I．組織変更 

 

〔経営戦略グループ〕 

従来の三事業による体制に、新たに全社戦略の統括、構造改革推進を担務とする経営戦略グループを設

ける。 

これに伴い、社内組織体制としては、経営戦略グループ、コーポレートグループ、営業グループ、ソリ

ューションサービスグループの４グループとする。 

 

≪社長室≫ 

従来の経営企画室の機能の一部を経営戦略本部に移管し、社長スタッフ機能の明確化を目的として、社

長室に改称する。 

 

【経営戦略本部】 

中期事業計画の実行管理・事業分析、業績目標達成に向けた施策提言、実行管理および富士通とのフォ

ーメーション再編の検討、事業構造改革の実行管理等を担務とし、直販事業、ソリューションサービス、

パートナービジネスの三事業のヘッドクオーター機能を担うことを目的に、経営企画統括部、構造改革

推進室を新設する。 

 

【商品戦略本部】 

全社横断の市場戦略、商品化、デリバリ戦略の策定、全社クラウド戦略の策定・実行に向けた部門間調

整等を目的に、商品企画統括部を新設する。 

 

≪広報・宣伝部≫ 

広報・宣伝・ＣＳ機能を集約して、新たに広報・宣伝部を新設し、三部を掌握する。 

従来の広報ＩＲ部を広報部と改称し、宣伝部を新設する。また、従来のビジネス企画推進本部営業企画

統括部ＣＳ推進室を移管する。 

 

〔コーポレートグループ〕 

全社共通の事業運営・推進に関わるコーポレート機能を管轄する、コーポレートグループを新たに設け、

事業推進本部、ビジネスサポート本部を置く。 

 

【事業推進本部】 

1. リスクマネジメント統括部 

震災等の非常時における事業継続および情報セキュリティ関連への対応力強化を目的に、ＢＣＭ推

進部、セキュリティ対策部を新設する。 

 

【ビジネスサポート本部】 

1. 購買統括部 

ビジネスモデルの変革に対応した戦略調達を進めることを目的とし、従来の調達管理部を調達企画

推進室とする。 
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〔ソリューションサービスグループ〕 

従来のソリューションサービス部門をソリューションサービスグループに改称する。 

ＳＩサービスおよびＩＣＴサービスの損益拡大と見える化を図るため、従来のコストセンターからプロ

フィット化に向けた組織体制とする。 

 

【ソリューションサービス推進本部】 

1. ソリューションサービス業務統括部 

業務内容の明確化を目的とし、従来の特許・知的財産室を知的財産室に改称する。 

 

2. プロフェッショナルサービス統括部 

各本部の責任明確化に伴い、先端分野開発等の共通技術を担当する従来のＩＣＴサービス本部プロ

フェッショナルサービス統括部テクニカルサポート部、クラウドサポート部を移管し、プロフェッ

ショナルサービス統括部を新設する。 

 

【ＳＩサービス本部】 

1. ＳＩビジネス推進統括部 

ＳＩビジネス推進統括部を新設し、オフショア推進によるコストダウンおよび直販部門へのクラウ

ドサービスの展開支援の強化等、本部間の共通重要課題への責任明確化を図ることを目的とし、ク

ラウドサービス推進部、開発センターを置く。 

 

【ＩＣＴサービス本部】 

1. サービス事業部 

ＩＣＴ事業のビジネス責任の明確化およびサービス商品ビジネスの拡大を目的とし、従来のソリュ

ーション事業本部サービス事業部サービス企画部、サービスビジネス推進部、ビジネスサポート部

を移管する。 

 

2. フィールド支援統括部 

従来の管理部の機能を見直し、全国のＩＴ対応要員の支援機能を担うため、企画管理部に改称する。 

また、業務集約による効率化を目的とし、東京フィールドサービス統括部東日本業務センター、西

日本フィールドサービス統括部西日本業務センターをそれぞれ移管する。 

 

3. 東京フィールドサービス統括部 

業務内容の明確化を目的とし、従来の運用サービス部をＰＯＳ・金融コールセンターに改称する。 

 

4. 西日本フィールドサービス統括部 

運用サービス部を関西カストマサービス部に統合する。 

 

【ソリューション事業本部】 

商品強化のスピードアップと、ビジネス拡大のための組織基盤強化に向けたビジネス責任と権限および

商品責任の明確化、本部共通業務の集約等を目的とし、現行組織の統合再編を行う。組織構成は提供商

品単位ごとに各機能（企画、開発、拡販、商談支援、導入、サポート）を集約した体制とする。 

 

1. ソリューションビジネス推進統括部 

品質マネジメント、共通技術開発、社内・パートナー向け連携等を担う生産技術部と、本部横断の

商品戦略立案、アライアンス商品に関する各機能、流通機構立ち上げ・運営を担うビジネス企画部

および本部全体の事業企画・管理を行う事業企画・推進部を置く。 

 

2. ＧＬＯＶＩＡ ＳＵＭＭＩＴ事業部 

ＧＬＯＶＩＡ ＳＵＭＭＩＴおよびファミリー商品に関する各機能を担う、ＳＵＭＭＩＴソリューシ

ョン部、ＳＵＭＭＩＴ適用技術部を置く。 
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3. ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ事業部 

中堅企業向けソリューション（ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ、ＷｅｂＡＳ）およびファミリー商品に関

する各機能を担う、プロモーション部、共通業務ソリューション部、業種ソリューション部を置く。 

 

4. ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ きらら事業部 

中小企業向けソリューション（ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ きらら）およびファミリー商品に関する

各機能を担う、きらら共通業務ソリューション部、きらら業種ソリューション部を置く。 

 

【サービスビジネス営業本部】 

1. 西日本サービスビジネス統括部 

関西地区のサービスビジネス拡大に伴い管理強化と効率化を図るため、従来の関西サービスビジネ

ス部を、関西第一サービスビジネス部、関西第二サービスビジネス部に分割する。 

 

〔営業グループ〕 

従来の営業部門を営業グループに改称し、新たにビジネス企画推進本部およびビジネスパートナー本

部を管轄する。 

東京地区において、首都圏営業本部、産業・流通・金融営業本部を業種別に組織分割・統合し、産業営

業本部、及び流通・サービス・金融営業本部に再編する。 

また、公共営業本部より、文教担当機能を地域（東日本）に移管した上で、官公庁営業本部に改称する。 

 

【ビジネス企画推進本部】 

従来のビジネス企画推進本部の役割・機能を見直し、直販部門のヘッドクオーター機能（戦略、販売推

進、事業管理、業務管理等）を営業グループに置く。 

 

1. クラウド・ソリューション推進統括部 

直販営業への販売推進・支援の強化を図るため、従来のビジネス推進統括部とクラウド推進統括部

をクラウド・ソリューション推進統括部に統合する。併せてアライアンスビジネス推進部をアライ

アンス推進部に改称して置く。 

また、従来のクラウド推進統括部クラウドソリューション推進部を、ソフト・サービスソリューシ

ョン推進部に統合する。 

 

2. マーケティングセンター 

顧客リレーション力、サポート体制の強化および営業活動の更なる効率化支援を行うことを目的と

し、マーケティングセンターを統括部と位置づけ、テレコール機能を担務とするカスタマーリレー

ション部、ラウンダー機能を担務とするラウンダー推進部を新設する。 

 

【産業営業本部】 

1. 産業ビジネス推進統括部 

産業ビジネスの業種ヘッドクオーターとして、業種攻略の質的機能（業績・戦略・ソリューション

展開等）の向上を明確化するため、産業ビジネス推進統括部を新設する。 

また、従来の首都圏営業本部営業支援部を移管し、新たに、ビジネス企画推進本部と連携して市場

／顧客攻略の推進・展開を担務とする産業ビジネス推進部を新設する。 

 

2. ネットワークソリューション営業部 

従来のソリューションビジネス統括営業部を廃止し、ネットワークソリューション営業部を本部直

轄とする。 

 

3. 産業第一統括営業部 

従来の産業・流通・金融営業本部産業第一統括営業部産業第一営業部、産業第二営業部を移管し、

産業第一統括営業部産業第一営業部、産業第二営業部とする。 

 

 

 



株式会社富士通マーケティング 

4 

4. 産業第二統括営業部 

従来の産業・流通・金融営業本部産業第二統括営業部産業第一営業部、産業第二営業部を移管し、

産業第二統括営業部産業第一営業部、産業第二営業部とする。 

 

5. 産業第三統括営業部 

従来の首都圏営業本部産業ソリューション統括営業部産業ソリューション第一営業部、産業ソリュ

ーション第二営業部を移管の上、産業第三統括営業部産業第一営業部、産業第二営業部に改称する。 

 

【流通・サービス・金融営業本部】 

1. 流通・サービスビジネス推進統括部 

流通・サービスビジネスの業種ヘッドクオーターとして、業種攻略の質的機能（業績・戦略・ソリ

ューション展開等）の向上を明確化するため、流通・サービスビジネス推進統括部を新設し、営業

支援部および新たに、ビジネス企画推進本部と連携して市場／顧客攻略の推進・展開を担務とする、

流通・サービスビジネス推進部を置く。 

 

2. 流通第三統括営業部 

従来の首都圏営業本部流通ソリューション統括営業部流通ソリューション第一営業部、流通ソリュ

ーション第二営業部を移管した上で、流通第三統括営業部流通サービス第一営業部、流通サービス

第二営業部に改称する。 

 

3. 情報・ソリューション統括営業部 

従来の首都圏営業本部情報・サービスソリューション統括営業部情報・サービスソリューション第

一営業部、情報・サービスソリューション第二営業部を移管した上で、情報・ソリューション統括

営業部情報ソリューション第一営業部、情報ソリューション第二営業部に改称する。 

また、従来の首都圏営業本部ソリューションビジネス統括営業部ロジスティックソリューション営

業部を移管する。 

 

4. 金融統括営業部 

金融第二営業部、金融第三営業部の機能を統合し、金融第二営業部とする。 

 

【東日本営業本部】 

関東圏地域の中堅・中小民需ビジネスの更なる強化を図り、受注・売上・利益の拡大、営業活動効率化

を推進するため、従来の首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部を、東日本営業本部に移管する。 

また、公共市場への地域ビジネス拡大に向けて、従来のビジネス企画推進本部からヘッドクオーター機

能を移管する。 

 

1. 公共ビジネス推進部 

公共市場拡大のため、ビジネス企画推進本部より、ビジネス推進統括部公共ビジネス推進部を移管

する。 

 

2. 関東支社 

金融ビジネス強化を明確化し、従来のネットワークソリューション営業部をネットワーク・金融営

業部に改称する。また、関東地区の地域戦略、営業効率化を目的とし、従来の神奈川・関東統括営

業部関東ソリューションビジネス営業部を移管し、産業・流通ソリューション営業部に改称する。 

 

3. 神奈川支社 

神奈川地区の地域戦略、ビジネス拡大のため、現行の神奈川・関東統括営業部および神奈川支店を

統合した上で、神奈川支社に改称し、３部体制とする。 

(1) 公共ソリューション営業部 

自治体・ネットワーク・文教市場強化のため、公共営業本部公共ソリューション統括営業部自治

体・文教ソリューション営業部より文教営業機能を移管した上で、従来の神奈川支店と統合し、

公共ソリューション営業部に改称する。 
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(2) 産業ソリューション営業部 

神奈川地区の民需強化、ビジネス拡大のため、従来の神奈川・関東統括営業部第一ソリューショ

ンビジネス営業部を移管し、産業ソリューション営業部に改称する。 

 

     (3) 流通ソリューション営業部 

神奈川地区の民需強化、ビジネス拡大のため、従来の神奈川・関東統括営業部第二ソリューショ

ンビジネス営業部を移管し、流通ソリューション部に改称する。 

 

【官公庁営業本部】 

1. 公共ソリューション統括営業部 

本部内の組織改編に伴い、従来のネットワークソリューション営業部、公企業ソリューション営業

部をそれぞれ公共第一ソリューション営業部、公共第二ソリューション営業部に改称する。 

また、従来の自治体・文教ソリューション営業部より文教営業機能を東日本営業本部に移管した上

で、自治体ソリューション営業部に改称する。 

 

【ビジネスパートナー本部】 

事業基盤、パートナービジネスプロモーション、東京フィールドリレーション、関西東海フィールドリ

レーションの４つの統括部に組織再編を行う。 

 

1. 事業推進統括部 

事業推進統括部を新設し、予算策定・実行管理等の本部共通の管理業務、東名阪の中堅民需市場・

パートナービジネスの状況把握および富士通からの中堅民需ビジネス移管に関わる協議事項の完遂

等を担務とする事業管理部、事業推進部を管轄する。 

 

  2. ソリューションマーケティング推進統括部 

東京・関西・東海地区を中心とした中堅民需市場攻略強化を目的とし、本部内のプロモーション機

能を集約してソリューションマーケティング推進統括部を新設し、MAST 活動の全般支援および業

種ソリューション販売支援を担務とするビジネス推進部、ソリューション販売推進部を新設する。 

 

  3. 東京ビジネスパートナー統括営業部 

統括部内の組織再編に伴い、第三営業部を廃止して２部体制に見直しを行なう。 

 



株式会社富士通マーケティング 

6 

II．人事異動 

 

 1.役員人事 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

阿部
あ べ

 正廣
まさひろ

 取締役兼執行役員専務 取締役兼執行役員専務 

 ソリューションサービスグループ担当 ソリューションサービス部門担当 

 （兼）経営戦略グループ副担当 （兼）ソリューションサービス推進本部長 

 （兼）ソリューションサービス推進本部長 （兼）ＳＩサービス本部長 

 （兼）経営情報システム推進室担当 （兼）ＩＣＴサービス本部長 

  （兼）サービスビジネス営業本部担当 

  （兼）コンストラクション事業本部担当 

  （兼）経営情報システム推進室担当 

   

横山
よこやま

  豊
ゆたか

 取締役兼執行役員専務 取締役兼執行役員専務 

 経営戦略グループ担当 ビジネスパートナー本部長 

 （兼）営業グループ担当 （兼）東日本営業本部・西日本営業本部 

  担当 

  （兼）ヘルスケア事業本部担当 

   

佐藤
さ と う

  彰
あきら

 執行役員常務 執行役員常務 

 営業グループ副担当 産業・流通・金融営業本部長 

 （兼）ビジネス企画推進本部長 （兼）産業第一統括営業部長 

 （兼）市場戦略統括部長  

 （兼）マーケティングセンター長  

   

飯島
いいじま

健太郎
け ん たろ う

 執行役員常務 執行役員常務 

 コーポレートグループ担当 事業推進本部長 

 （兼）経営戦略グループ副担当 （兼）ビジネスサポート本部担当 

 （兼）社長室担当  

 （兼）事業推進本部長  

   

水野
み ず の

 太郎
た ろ う

 執行役員常務 執行役員常務 

 ソリューションサービスグループ副担当 ソリューション事業本部長 

 （兼）商品戦略本部長  

 （兼）ソリューション事業本部長  

   

小林
こばやし

  稔
みのる

 執行役員常務 執行役員 

（昇任） 経営戦略本部長 ビジネスサポート本部長 

 （兼）ビジネスサポート本部長 （兼）事業推進本部副本部長 

 （兼）事業推進本部副本部長 （兼）業務プロセス改革推進室担当 

 （兼）業務プロセス改革推進室担当 （兼）監査部担当 

 （兼）監査部担当  

   

渋
しぶ

谷
や

 高
たか

志
し

 執行役員 執行役員 

 産業営業本部長 首都圏営業本部長 

 （兼）商品戦略本部副本部長  

 （兼）産業営業本部  

 産業ビジネス推進統括部長  
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

山瀬
や ま せ

 雅彦
まさひこ

 執行役員 執行役員 

 ＩＣＴサービス本部長 ＩＣＴサービス本部副本部長 

  （兼）ソリューション事業本部副本部長 

   

浅
あさ

香
か

 直
なお

也
や

 執行役員 執行役員 

 商品戦略本部副本部長 ソリューション事業本部副本部長 

  （兼）ソリューション開発センター長 

   

木村
き む ら

 清
きよ

孝
たか

 執行役員 執行役員 

 経営戦略本部副本部長 ビジネス企画推進本部長 

 （兼）広報・宣伝部担当 （兼）クラウド推進統括部長 

  （兼）ビジネスパートナー本部長代理 

  （兼）広報ＩＲ部担当 

   

森川
もりかわ

 功史
こ う じ

 執行役員 執行役員 

 ＳＩサービス本部長 ＳＩサービス本部副本部長 

 （兼）中国ビジネス推進室担当 （兼）中国ビジネス推進室担当 

   

石田
い し だ

紀代
き よ

美
み

 執行役員 ビジネスパートナー本部副本部長 

（新任） ビジネスパートナー本部長  

 （兼）経営戦略本部構造改革推進室副室長  

   

岡崎
おかざき

 俊
しゅん

哉
や

 執行役員 （富士通(株)） 

（新任） 官公庁営業本部長  

   

中西
なかにし

 英夫
ひ で お

 執行役員 （富士通(株)） 

（新任） 流通・サービス・金融営業本部長  

   

清
し

水
みず

 吉
よし

治
はる

 特命顧問 特命顧問 

 経営戦略本部担当 サービスビジネス営業本部構造改革担当 

  （兼）ソリューションサービス推進本部 

  事業改革推進担当 

  （兼）コンストラクション事業本部 

  構造改革担当 

   

原田
は ら だ

 昌
まさ

紀
のり

 特命顧問 （株）富士通マーケティング・ 

 （株）富士通マーケティング・ エージェント社長 

 エージェント社長  

 （兼）中国ビジネス推進室担当  

   

大
おお

坂
さか

 英
ひで

夫
お

 顧問 執行役員 

 （株）富士通マーケティング・ 公共営業本部長 

    オフィスサービス顧問  

 [6 月 24 日付 同社社長就任予定]  
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

陳
ちん

  定和
て い わ

 顧問 上海富錦企業管理諮詢有限公司総経理 

 上海富錦企業管理諮詢有限公司総経理  

 （兼）中国ビジネス推進室担当  

 

2．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《業務プロセス改革推進室》 

 

結城 恭市 業務プロセス改革推進室長 業務プロセス改革推進室長 

 （兼）事業推進本部  

 リスクマネジメント統括部  

    担当部長  

 

《監査部》 

 

内山  尚 監査部長 監査部長 

 （兼）事業推進本部 （兼）監査役室長 

 リスクマネジメント統括部  

    担当部長  

 （兼）監査役室長  

 

〔経営戦略グループ〕 

 

《社長室》 

 

本江 泰彦 社長室長 経営企画室長 

 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理  

 

【経営戦略本部】 

 

羽富 靖彦 本部長代理 ビジネス企画推進本部長代理 

 （兼）構造改革推進室長 （兼）市場戦略統括部長 

 （兼）ビジネス企画推進本部長代理 （兼）中国ビジネス推進室長 

   

曾根崎裕次 本部長代理 ソリューションサービス推進本部長代理 

 （兼）経営企画統括部長 （兼）プロジェクトマネジメント推進室長 

 （兼）ソリューションサービス推進 （兼）ソリューションサービス業務 

 本部長代理    統括部長 

 （兼）プロジェクトマネジメント推進室長  

 （兼）ソリューションサービス業務  

 統括部長  

 

《構造改革推進室》 

 

瀬尾 隆一 構造改革推進室員 経営企画室長代理 
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【商品戦略本部】 

 

川嶋 健司 本部長代理 ビジネス企画推進本部 

 （兼）商品企画統括部長 ビジネス推進統括部長 

  （兼）アライアンスビジネス推進部長 

 

《広報・宣伝部》 

 

馬場 正規 広報・宣伝部長 広報ＩＲ部長 

 （兼）広報部長 （兼）事業推進本部 

 （兼）事業推進本部 リスクマネジメント統括部 

 リスクマネジメント統括部 担当部長 

 担当部長  

   

金沢 昌一 宣伝部長 ビジネス企画推進本部 

 （兼）ＣＳ推進室長 市場戦略統括部担当部長 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 （兼）ソリューションサービス推進本部 

       ソリューションサービス業務統括部       ソリューションサービス業務統括部 

    知的財産室担当部長    特許・知的財産室担当部長 

 

《中国ビジネス推進室》 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

【事業推進本部】 

 

小野沢 茂 事業推進本部主席部長 総務部長 

 （兼）リスクマネジメント統括部 （兼）リスクマネジメント統括部担当部長 

 ＢＣＭ推進部長  

 

《総務部》 

 

石毛 隆文 総務部長 人材開発部長 

 （兼）リスクマネジメント統括部担当部長  

   

小林 俊彦 総務部長代理 総務部長代理 

 （兼）リスクマネジメント統括部担当部長 （兼）ソリューションサービス推進本部 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 ソリューションサービス 

    ソリューションサービス 業務統括部 

 業務統括部 特許・知的財産室担当部長 

 知的財産室担当部長  

 

 

 

奥山  博 中国ビジネス推進室長 事業推進本部担当部長 

   

東  伸浩 担当部長 関西営業本部 

  産業ソリューション統括営業部 

  企業ソリューション営業部長 
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《人事部》 

 

神長 雄次 人事部長代理 キャリアイノベーション推進室長 

 （兼）キャリアイノベーション推進室長  

 

《人材開発部》 

 

萩原  淳 人材開発部長 関西営業本部管理部長 

 （兼）中国ビジネス推進室員 （兼）西日本営業本部管理部長 

 

《経理部》 

 

河野  進 経理部長 経理部長 

 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理  

   

中山 利勝 担当部長 担当課長 

 

《財務部》 

 

奥田 庫三 担当部長 担当課長 

 

《リスクマネジメント統括部》 

 

坂手 央人 リスクマネジメント統括部長 経営情報システム推進室 

 （兼）経営情報システム推進室 ＦＪＭネットワークインフォメーション 

 ＦＪＭネットワーク センター長 

 インフォメーションセンター長 （兼）事業推進本部 

  リスクマネジメント統括部 

  担当部長 

   

若林 佳信 セキュリティ対策部長 ＳＩサービス本部 

  ＳＩソリューション統括部 

  ＩＣＴソリューション部プロジェクト部長 

 

【ビジネスサポート本部】 

 

《オペレーション統括部》 

 

吉村 敏美 オペレーション統括部長代理 オペレーション部長 

 （兼）オペレーション部長 （兼）ファイリングセンター長 

   

田中 孝一 ファイリングセンター長 ファイリングセンター担当部長 

 

《購買統括部》 

 

佐久間貴之 購買統括部長 購買統括部長 

 （兼）事業推進本部 （兼）プロダクト・ソフトウェア調達部長 

 リスクマネジメント統括部  

 担当部長  
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細井 健司 調達企画推進室長 調達管理部長 

   

牧本  朗 プロダクト・ソフトウェア調達部長 購買統括部担当部長 

 （兼）調達企画推進室担当部長  

   

吉崎 浩一 ソリューション調達部長 ソリューション調達部長 

 （兼）調達企画推進室担当部長 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 

 

〔ソリューションサービスグループ〕 

 

【ソリューションサービス推進本部】 

 

《ソリューションサービス業務統括部》 

 

友国 博之 ソリューションサービス業務 ソリューションサービス計画部長 

 統括部長代理  

 （兼）ソリューションサービス計画部長  

   

平河 宏史 担当部長 担当部長 

 （兼）知的財産室長 （兼）特許・知的財産室長 

 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 

   

印南  旭 ソリューションサービス計画部担当部長 首都圏・東日本システム統括部 

 （兼）ＳＩサービス本部 神奈川・関東システム部プロジェクト部長 

 ＳＩビジネス推進統括部  

 プロジェクト部長  

 

《プロフェッショナルサービス統括部》 

 

有滝 和貴 テクニカルサポート部長 ＩＣＴサービス本部 

  プロフェッショナルサービス統括部 

  テクニカルサポート部長 

   

服部 達也 クラウドサポート部長 ＩＣＴサービス本部 

  プロフェッショナルサービス統括部 

  クラウドサポート部長 

  （兼）ビジネス企画推進本部 

  クラウド推進統括部 

  クラウドソリューション推進部 

  担当部長 

 

【ＳＩサービス本部】 

 

河辺 康雄 ＳＩサービス本部長代理 ＳＩサービス本部長代理 

 （兼）ＳＩビジネス推進統括部長 （兼）首都圏・東日本システム統括部長 

 （兼）首都圏・東日本システム統括部長  

 

《ＳＩビジネス推進統括部》 

 

野田 純一 プロジェクト統括部長 システム開発センター長 
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福永 哲也 クラウドサービス推進部長 公共ソリューション統括部 

 （兼）公共ソリューション統括部 公共ＩＣＴソリューション部長 

 公共ＩＣＴソリューション部長 （兼）ソリューションサービス推進本部 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 プロジェクトマネジメント推進室 

 プロジェクトマネジメント推進室 担当部長 

 担当部長  

   

船橋  剛 開発センター長 ソリューション事業本部 

  ソリューション開発センター開発部長 

  （兼）システム開発センター担当部長 

   

大賀 素行 開発センタープロジェクト部長 システム開発センター担当部長 

 

《公共ソリューション統括部》 

 

池田 和規 公共ＩＣＴソリューション部 公共ＩＣＴソリューション部 

 プロジェクト部長 プロジェクト課長 

 

《西日本システム統括部》 

 

小島 広之 九州・中四国システム部プロジェクト部長 九州・中四国システム部プロジェクト課長 

 

【ＩＣＴサービス本部】 

 

為近裕利彦 ＩＣＴサービス本部長代理 ＩＣＴサービス本部長代理 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 （兼）プロフェッショナルサービス 

 プロフェッショナルサービス 統括部長 

 統括部長 （兼）ソリューション事業本部長代理 

 

《サービス事業部》 

 

村松 直岐 サービス事業部長 ソリューション事業本部 

 （兼）ビジネスサポート部長 サービス事業部長 

 （兼）サービスビジネス営業本部 （兼）ビジネスサポート部長 

    主席部長  

   

藤門 弘幸 サービス企画部長 ソリューション事業本部サービス事業部 

 （兼）商品戦略本部商品企画統括部 サービス企画部長 

 担当部長 （兼）ビジネス企画推進本部 

  クラウド推進統括部 

  クラウドソリューション推進部 

  担当部長 

   

菊地  徹 サービスビジネス推進部長 ソリューション事業本部サービス事業部 

  サービスビジネス推進部長 

 

《フィールド支援統括部》 

 

酒巻  博 フィールド支援統括部長 東京フィールドサービス統括部長 

 （兼）東京フィールドサービス統括部長 （兼）フィールド支援統括部長 
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中島 洋志 企画管理部長 東京フィールドサービス統括部 

 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 運用サービス部長 

  （兼）フィールド支援統括部担当部長 

   

山田 一夫 企画管理部担当部長 西日本フィールドサービス統括部 

  運用サービス部長 

   

渡辺源太郎 西日本業務センター長 西日本フィールドサービス統括部 

  西日本業務センター長 

 

《東京フィールドサービス統括部》 

 

永沼 光広 東京フィールドサービス統括部長代理 東京フィールドサービス統括部長代理 

 （兼）フィールド支援統括部 （兼）東日本業務センター長 

    東日本業務センター長  

   

大田喜雄二 ＰＯＳ・金融コールセンター長 西日本フィールドサービス統括部 

 （兼）フィールド支援統括部品質技術部 中部カストマサービス部長 

 担当部長  

 

《東日本フィールドサービス統括部》 

 

佐藤 幸一 東日本フィールドサービス統括部長 東日本フィールドサービス統括部長 

 （兼）神奈川カストマサービス部長 （兼）関東・東北カストマサービス部長 

   

山田  淳 関東・東北カストマサービス部長 神奈川カストマサービス部長 

 

《西日本フィールドサービス統括部》 

 

山田 勝康 担当部長 九州・広島カストマサービス部長 

   

黒澤 雅人 中部カストマサービス部長 中部カストマサービス部 

  名古屋カストマサービス課長 

   

中西 徹也 九州・広島カストマサービス部長 フィールド支援統括部管理部長 

  （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 

 

【ソリューション事業本部】 

 

渡辺 雅彦 副本部長 ソリューション事業本部長代理 

   

大澤  尚 ソリューション事業本部長代理 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部長 

 （兼）ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ事業部長 （兼）ビジネスパートナー本部 

  ビジネス企画統括部担当部長 
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《ソリューションビジネス推進統括部》 

 

金子 正夫 ソリューションビジネス推進統括部長 ソリューションビジネス統括部 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 プロジェクト統括部長 

 ソリューションサービス （兼）ソリューションサービス推進本部 

 業務統括部主席部長 ソリューションサービス 

 （兼）（富士通（株）） 業務統括部主席部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

井槌 秋王 プロジェクト統括部長 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部長 

 （兼）ソリューションサービス推進本部 （兼）品質マネジメントセンター長 

 プロジェクトマネジメント推進室 （兼）（富士通（株）） 

 担当部長  

 （兼）（富士通（株））  

   

鈴木 孝典 プロジェクト統括部長 ソリューションビジネス統括部 

  商品企画部長 

   

宮原 信哉 生産技術部長 ソリューション開発センター 

  生産技術部長 

   

神谷  靖 ビジネス企画部長 ソリューションビジネス統括部 

  新規ビジネス推進部長 

   

山本  聖 事業企画・推進部長 ソリューションビジネス統括部 

  事業管理部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡ ＳＵＭＭＩＴ事業部》 

 

今西  誠 ＧＬＯＶＩＡ ＳＵＭＭＩＴ事業部長 ＧＬＯＶＩＡ開発事業部長 

   

山下  元 プロジェクト統括部長 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部 

  サポート部長 

   

西山 正博 ＳＵＭＭＩＴソリューション部長 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部 

 （兼）（富士通(株)）） 適用技術部長 

  （兼）（富士通(株)）） 

   

木村  修 ＳＵＭＭＩＴ適用技術部長 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部適用技術部 

  プロジェクト部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ事業部》 

 

古澤 正仁 プロジェクト統括部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  業種ソリューション部長 

   

桜井  浩 プロモーション部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  プロモーション部長 
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梶山  亮 プロモーション部プロジェクト部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  プロモーション部プロジェクト部長 

   

石川 博章 共通業務ソリューション部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  共通業務ソリューション部長 

   

古瀬 健二 共通業務ソリューション部 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部サポート部 

 プロジェクト部長 プロジェクト部長 

   

渥美 直幸 業種ソリューション部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  業種ソリューション部プロジェクト部長 

   

戌丸 泰央 業種ソリューション部 ソリューション開発センター 

 プロジェクト部長 第二ソリューション部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ きらら事業部》 

 

金子 裕美 ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ きらら ソリューション開発センター 

 事業部長 プロジェクト統括部長 

   

中村 喜雅 プロジェクト統括部長 ソリューション開発センター 

  プロジェクト統括部長 

   

堀井 勝俊 プロジェクト統括部長 ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部 

  プロジェクト統括部長 

   

柏木 高歩 きらら共通業務ソリューション部長 ＧＬＯＶＩＡサポート統括部サポート部 

  プロジェクト部長 

   

荒木 誠一 きらら共通業務ソリューション部 ＧＬＯＶＩＡ開発事業部開発部 

 プロジェクト部長 プロジェクト部長 

 （兼）（(株)富士通九州システムズ） （兼）（(株)富士通九州システムズ） 

   

種池 一雅 きらら業種ソリューション部長 ＧＬＯＶＩＡ開発事業部開発部長 

   

大濱 且雄 きらら業種ソリューション部 ソリューション開発センター 

 プロジェクト部長 第一ソリューション部長 

 

【サービスビジネス営業本部】 

 

石森  勝 主席部長 ＩＣＴサービス本部長付 

 

《ビジネス支援統括部》 

 

足利  仁 担当部長 営業支援部担当課長 

 

《西日本サービスビジネス統括部》 

 

打田 和彦 関西第一サービスビジネス部長 関西サービスビジネス部長 
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神崎 慎介 関西第二サービスビジネス部長 関西サービスビジネス部 

  第三サービスビジネス課長 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

<業務部> 

 

梅本 秀一 担当部長 エンジニアリング統括部技術部担当部長 

 

《営業統括部》 

 

伊藤 茂志 関西営業部長 エンジニアリング統括部担当部長 

 

《エンジニアリング統括部》 

 

本田 茂樹 第一エンジニアリング部長 西エンジニアリング部長 

   

加藤 惣一 西エンジニアリング部長 第一エンジニアリング部長 

 

〔営業グループ〕 

 

【ビジネス企画推進本部】 

 

《市場戦略統括部》 

 

土屋 政紀 市場戦略統括部長代理 市場戦略統括部長代理 

 （兼）中堅市場戦略部長 （兼）中堅市場戦略部長 

 （兼）ビジネスイノベーション部長 （兼）ビジネスイノベーション部長 

 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 （兼）経営企画室長代理 

 

《クラウド・ソリューション推進統括部》 

 

原田 修治 クラウド・ソリューション推進統括部長 クラウド推進統括部長代理 

 （兼）アライアンス推進部長 （兼）クラウドソリューション推進部長 

 （兼）ソフト・サービスソリューション （兼）ソフト・サービスソリューション 

    推進部長 推進部長 

   

平山 克朗 クラウド・ソリューション推進 クラウド推進統括部長代理 

 統括部長代理  

   

熨斗 秀昭 担当部長 ビジネス推進統括部担当部長 

 

《マーケティングセンター》 

 

田中 敏裕 マーケティングセンター長代理 マーケティングセンター長 

 （兼）カスタマーリレーション部長  

 （兼）ラウンダー推進部長  

   

田坂 義博 ラウンダー推進部担当部長 マーケティングセンター担当部長 
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山村 邦夫 ラウンダー推進部担当部長 マーケティングセンター担当部長 

   

齋藤 享一 ラウンダー推進部担当部長 産業・流通・金融営業本部 

  金融統括営業部金融第二営業部長 

 

【産業営業本部】 

 

《産業ビジネス推進統括部》 

 

石橋 正敏 営業支援部長 首都圏営業本部営業支援部長 

   

森田 浩司 産業ビジネス推進部長 首都圏営業本部 

 （兼）産業第三統括営業部 産業ソリューション統括営業部 

 産業第一営業部長 産業ソリューション第一営業部長 

 

<ネットワークソリューション営業部> 

 

堀田 昌稔 ネットワークソリューション営業部長 首都圏営業本部 

  ソリューションビジネス統括営業部 

  ネットワークソリューション営業部長 

 

《産業第一統括営業部》 

 

松本  謙 産業第一統括営業部長 首都圏営業本部 

  情報・サービスソリューション統括 

  営業部長 

   

住谷 正美 産業第一営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  産業第一統括営業部産業第一営業部長 

   

冷水  学 産業第二営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  産業第一統括営業部産業第二営業部長 

 

《産業第二統括営業部》 

 

松浦 由明 産業第二統括営業部長 産業・流通・金融営業本部 

 （兼）産業第二営業部長 産業第二統括営業部長 

  （兼）産業第二営業部長 

   

遠山 秀孝 産業第一営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  産業第二統括営業部産業第一営業部長 

 

《産業第三統括営業部》 

 

井上 隆夫 産業第三統括営業部長 首都圏営業本部 

  産業ソリューション統括営業部長 

   

永井 経晴 産業第二営業部長 首都圏営業本部 

 （兼）商品戦略本部商品企画統括部 産業ソリューション統括営業部 

 担当部長 産業ソリューション第二営業部長 
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【流通・サービス・金融営業本部】 

 

森崎 浩司 副本部長 産業・流通・金融営業本部長代理 

 （兼）流通・サービスビジネス推進 （兼）流通第二統括営業部長 

 統括部長  

 （兼）流通第二統括営業部長  

   

石渡 明彦 流通・サービス・金融営業本部長代理 首都圏営業本部長代理 

  （兼）ソリューションビジネス統括 

  営業部長 

 

《流通・サービスビジネス推進統括部》 

 

星先 光雄 営業支援部長 産業・流通・金融営業本部営業支援部長 

   

石橋 千幸 流通・サービスビジネス推進部長 首都圏営業本部 

 （兼）流通第三統括営業部 流通ソリューション統括営業部 

 流通サービス第一営業部長 流通ソリューション第一営業部長 

 

<ネットワークソリューション営業部> 

 

衣笠 孝則 ネットワークソリューション営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  ネットワークソリューション営業部長 

 

《流通第一統括営業部》 

 

青柳  聡 流通第一統括営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第一統括営業部長 

   

中本 寛明 流通サービス第一営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第一統括営業部 

  流通サービス第一営業部長 

   

牧之瀬俊一 流通サービス第二営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第一統括営業部 

  流通サービス第二営業部長 

 

《流通第二統括営業部》 

 

鈴木 高師 流通サービス第一営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第二統括営業部 

  流通サービス第一営業部長 

   

花村 隆行 流通サービス第二営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第二統括営業部 

  流通サービス第二営業部長 

   

豊田 久雄 流通サービス第三営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  流通第二統括営業部 

  流通サービス第三営業部長 
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《流通第三統括営業部》 

 

山本 豊勝 流通第三統括営業部長 首都圏営業本部 

  流通ソリューション統括営業部長 

   

高橋 壮自 流通サービス第二営業部長 首都圏営業本部流通 

  ソリューション統括営業部 

  流通ソリューション第二営業部長 

 

《情報・ソリューション統括営業部》 

 

土井 信吾 情報・ソリューション統括営業部長 ヘルスケア事業本部 

 （兼）情報ソリューション第二営業部長 第一ヘルスケア統括営業部長 

   

森  康雄 情報ソリューション第一営業部長 首都圏営業本部 

  情報・サービスソリューション統括営業部 

  情報・サービスソリューション 

  第一営業部長 

   

柿原 敏秀 ロジスティックソリューション営業部長 首都圏営業本部 

  ソリューションビジネス統括営業部 

  ロジスティックソリューション営業部長 

 

《金融統括営業部》 

 

池  秀二 金融統括営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  金融統括営業部長 

   

中田 直也 金融第一営業部長 産業・流通・金融営業本部 

  金融統括営業部金融第一営業部長 

   

佐野 光雄 金融第二営業部長 産業・流通・金融営業本部金融統括営業部 

  金融第三営業部長 

 

【東京営業本部】 

 

《第一ソリューションビジネス営業部》 

 

鎌田 了悟 第一ソリューションビジネス営業部 第二ソリューションビジネス営業部 

 担当部長 担当部長 

 

【関西営業本部】 

 

<管理部> 

 

辻  義明 管理部長 東日本営業本部管理部長 

 （兼）東海営業本部管理部長  
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<営業支援部> 

 

根岸 一宏 営業支援部長 営業支援部長 

 （兼）ビジネス企画推進本部 （兼）ビジネス企画推進本部 

 マーケティングセンター マーケティングセンター 

 カスタマーリレーション部 担当部長 

 担当部長  

 

《産業ソリューション統括営業部》 

 

市原 秀一 産業ソリューション統括営業部長 産業ソリューション統括営業部長 

 （兼）ネットワークソリューション （兼）ネットワークソリューション 

 営業部長 営業部長 

 （兼）企業ソリューション営業部長  

 

【東日本営業本部】 

 

藤岡 潤治 東日本営業本部長代理 首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部長 

 （兼）神奈川支社長  

 

<管理部> 

 

上杉 勝幸 管理部長 東海営業本部管理部長 

 

<公共ビジネス推進部> 

 

橋本 英明 公共ビジネス推進部長 ビジネス企画推進本部ビジネス推進統括部 

  公共ビジネス推進部長 

   

真崎  覚 担当部長 首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部 

  第二ソリューションビジネス営業部長 

 

《東北支社》 

 

千葉 政直 第一ソリューションビジネス営業部長 第一ソリューションビジネス営業部長 

 （兼）ヘルスケア営業部長  

   

鹿頭 栄作 ヘルスケア営業部担当部長 ヘルスケア営業部長 

 

《関東支社》 

 

大橋 孝一 産業・流通ソリューション営業部長 首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部 

  関東ソリューションビジネス営業部長 

   

大坪 育夫 千葉支店長 千葉支店長 

 （兼）ネットワーク・金融営業部長  

 

《神奈川支社》 

 

小松 保雄 公共ソリューション営業部長 神奈川支店長 



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

21 

渡辺 和彦 産業ソリューション営業部長 首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部 

  第一ソリューションビジネス営業部長 

   

樋本幸一郎 流通ソリューション営業部長 首都圏営業本部 

  情報・サービスソリューション統括営業部 

  情報・サービスソリューション 

  第二営業部長 

 

  <多摩支店> 

 

三木 真司 担当部長 首都圏営業本部神奈川・関東統括営業部 

  担当部長 

 

【西日本営業本部】 

 

<管理部> 

 

松井  隆 管理部長 関西営業本部管理部担当課長 

 

【官公庁営業本部】 

 

《公共ソリューション統括営業部》 

 

戸谷  祐 公共第一ソリューション営業部長 公共営業本部公共ソリューション 

  統括営業部 

  ネットワークソリューション営業部長 

   

寺島 秀樹 公共第二ソリューション営業部長 公共営業本部公共ソリューション 

  統括営業部 

  公企業ソリューション営業部長 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 

三浦 雅樹 ヘルスケア事業本部長代理 ヘルスケア事業本部長代理 

 （兼）第一ヘルスケア統括営業部長 （兼）第二ヘルスケア統括営業部長 

  （兼）ヘルスケア第二営業部長 

   

樫尾 浩幸 ヘルスケア事業本部長代理 ヘルスケアソリューション統括部長 

 （兼）ヘルスケアソリューション統括部長 （兼）第一ソリューション部長 

 

<事業企画部> 

 

松岡  祐 事業企画部長 事業企画部担当部長 

 

《ヘルスケアソリューション統括部》 

 

佐々木浩幸 第一ソリューション部長 第一ソリューション部プロジェクト部長 
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《第二ヘルスケア統括営業部》 

 

佐藤  太 第二ヘルスケア統括営業部長 第二ヘルスケア統括営業部 

 （兼）ヘルスケア第二営業部長 ヘルスケア第一営業部長 

   

西川  清 ヘルスケア第一営業部長 事業企画部長 

 

【ビジネスパートナー本部】 

 

原田 克巳 ビジネスパートナー本部長代理 ビジネスパートナー本部長代理 

 （兼）事業推進統括部長 （兼）ビジネス企画統括部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

勝 佐登志 ビジネスパートナー本部長代理 ビジネスパートナー本部長代理 

 （兼）ソリューションマーケティング （兼）東京ビジネスパートナー 

    推進統括部長    統括営業部長 

 （兼）ビジネス推進部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）商品戦略本部長代理  

 （兼）（富士通（株））  

 

《事業推進統括部》 

 

阿部 康雄 事業推進統括部長代理 ビジネス企画統括部事業推進部長 

 （兼）事業管理部長  

 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長  

 （兼）（富士通（株））  

   

武田 淳一 事業推進部長 ビジネス企画統括部担当部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

《ソリューションマーケティング推進統括部》 

 

近藤 小波 ソリューション販売推進部長 ビジネス企画統括部ビジネス企画部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

《東京ビジネスパートナー統括営業部》 

 

伊藤  孝 東京ビジネスパートナー統括営業部長 東京ビジネスパートナー統括営業部 

 （兼）第二営業部長 第三営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

滝本 達也 第一営業部長 第二営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《関西・東海ビジネスパートナー統括営業部》 

 

塚田 武文 関西・東海ビジネスパートナー 関西第一営業部長 

 統括営業部長代理 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）東海営業部長  

 （兼）（富士通（株））  



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 
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佐藤  完 関西第一営業部長 東京ビジネスパートナー統括営業部 

 （兼）（富士通（株）） 第一営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

佐々木公也 東海営業部プロジェクト部長 （（株）富士通中部システムズ） 

 

 

以 上 


