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２０１１年９月３０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・宣伝部長   馬場  正規 

 
組織変更および役員を含む人事異動について 

 
当社は、２０１１年１０月１日をもって、下記のとおり組織変更および役員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 
 
〔営業グループ〕 

富士通より東名阪以外の中堅民需営業機能を移管し、営業グループの体制を再編成する。 
 
1. 営業ヘッドクオーター新設とオファリング販推機能強化 

(1) 直販・パートナーの事業管理機能を統合し、業種営業（直販）、地域営業（直販・間接）、パート 
ナー営業の３営業部門の事業管理および営業戦略、ＰＤＣＡ運営を担う営業ヘッドクオーターと

して、従来のビジネス企画推進本部を営業企画本部に改称する。 
(2) 全国の民需パートナービジネスのヘッドクオーターとして機能させるため、新たにビジネス企画 

推進本部、ＩＣＴサービス本部より販売推進機能をビジネスパートナー本部に移管し、全国営業

拠点へのオファリング拡販支援を強化する。 
(3) 東京地区におけるパートナー向け営業支援強化のため、東京営業本部を廃止し、新たにビジネス 

パートナー本部に機能移管を行う。 
2.地域民需フォーメーションの見直し 

(1) 従来の地域営業本部（東海営業本部、関西営業本部、東日本営業本部、西日本営業本部）に加え 
て、関越支社、山梨支店、千葉支社、神奈川支社、長野支社を管轄する首都圏営業本部を新設す 

る。 

(2) 従来の東海営業本部に、静岡支社、北陸支社を加え、中部営業本部に改称する。 
(3) 地域におけるＩＴサービス営業部門として、地域一体型のエリア軸による顧客対応、マーケット 

開拓を図り、相互のシナジー効果を上げるため、東北・関東・千葉・九州地区のサービスビジネ

ス営業部を各営業本部へ移管する。 
 
【営業企画本部】 

1. 事業管理統括室 
従来のビジネスパートナー本部事業推進統括部事業推進部より機能移管の上、業種営業、地域営業、

パートナー営業の事業管理業務および業務委託等を担当する事業管理統括室を新設する。 
2. 営業支援統括室 

営業活動上の業務管理・全国の営業支援を担務とする営業支援統括室を新設する。 
3. 営業プロセス企画室 

営業支援系システムの企画・運用、営業活動に関する諸制度の企画・運用等を担当する営業プロセ

ス企画室を新設する。 
4. ビジネスマーケティング統括部 

営業戦略の企画・推進担当の役割明確化を目的とし、従来の市場戦略統括部をビジネスマーケティ

ング統括部に改称し、従来の中堅市場戦略部を市場戦略部に改称する。また、従来の営業企画統括

部営業人材開発部を移管する。 
5. ソリューション企画室 

商品、アライアンス、Ｍ＆Ａの企画・推進を目的とし、ソリューション企画室を新設する。
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【ビジネスパートナー本部】 
1. 事業推進統括部 

事業推進統括部を全国の民需パートナービジネスヘッドクオーターとした上で、新たに、パートナ

ーに対する経営支援、プロモーション推進・強化を目的として、ソリューションマーケティング推

進統括部より、ＭＡＳＴ推進、セミナー等プロモーション活動を担当するビジネス推進部を移管す

る。 
  2. ソリューションマーケティング推進統括部 

商品軸を鮮明にし、全国民需マーケットに対応するため、業務・業種ソリューションのオファリン

グ支援機能を部として独立させ、新たに、業務ソリューション販売推進部、業種ソリューション販

売推進部とする。 
  3. サービスビジネス推進統括部 

ＩＣＴサービス本部より「ＡＺＢＯＸ」、「ＩＴ用心棒」を中核とする中堅向けＩＴサービスソリュ

ーションの販売推進機能を移管し、サービスビジネス推進統括部サービスビジネス推進部、ビジネ

スサポート部を置く。 
  4. プロダクト・サービス推進統括部 

商品別の販売推進機能を集約するため、従来のビジネス企画推進本部よりクラウド・ソリューショ

ン推進統括部、プロダクト・サービス推進統括部を移管した上で、プロダクト・サービス推進統括

部に統合する。併せて同本部より、ユニファイドコミュニケーション推進部、アライアンス推進部、

プロダクト・サービス販売推進部を移管する。ソフト・サービスソリューション推進部については、

移管の上、プラットフォーム推進部に改称する。 
  5. 東京ビジネスパートナー統括営業部 

東京地区パートナーへの営業支援強化を図り、商談開拓からクロージングまでの一貫した支援を行

うため、東京営業本部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を

移管し、第三営業部、第四営業部とする。 
 
【産業営業本部】 

担当業種ならびに責任マーケットの明確化のため、統括部を改称する。 
 
1. 産業統括営業部 

従来の産業第三統括営業部を、産業統括営業部と改称する。 
2. 組立産業統括営業部 

従来の産業第一統括営業部を組立産業統括営業部と改称する。 
3. プロセス産業統括営業部 

従来の産業第二統括営業部をプロセス産業統括営業部と改称する。 
 
【流通・サービス・金融営業本部】 
担当業種ならびに責任マーケットの明確化のため、組織を改称する。 

 
1. 流通統括営業部 

従来の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、情報・ソリューシ

ョン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の上、流通統括営業部商社・卸営業部、

リテール営業部、運輸サービス営業部と改称する。 
2. 情報・サービス統括営業部 

従来の情報・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

営業部を移管の上、情報・サービス統括営業部情報営業部、サービス営業部と改称する。 
3. ＬＡビジネス第一統括営業部 

従来の流通第一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を移管の上、ＬＡ（ラ

ージアカウント）ビジネス第一統括営業部小売第一営業部、小売第二営業部に改称する。 
4. ＬＡビジネス第二統括営業部 

従来の流通第二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、流通サービス第三

営業部を移管の上、ＬＡビジネス第二統括営業部食品・外食営業部、印刷・新聞営業部、小売・専

門店営業部に改称する。 
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【東日本営業本部】 
東日本地区（北海道・東北地区）の中堅民需営業、パートナー営業機能を富士通より移管し、北海道支

社、東北支社を置く。 
 

1. 北海道支社 

富士通からの移管に伴い、産業・流通営業部、パートナービジネス営業部、道東営業所（帯広およ

び釧路）、函館営業所を置く。これに伴い、従来の北海道支店をソリューション営業部と改称する。 
2. 東北支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、新たに産業・情報営業部、流通営業部、パートナービジネス営業部、 
青森支店、八戸営業所、秋田支店、山形支店、郡山営業所を置く。 

(2) 従来の北東北支店、福島支店については、富士通より組織移管の上、岩手支店、福島支店に統合 
する。また、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は公共ソ

リューション営業部、ソリューション営業部と改称する。 
(3) 従来のサービスビジネス営業本部東日本サービスビジネス統括部より東北地区サービスビジネ 

ス機能を分割・移管し、サービスビジネス営業部とする。 
 
【首都圏営業本部】 

首都圏地区（関東甲信越、山梨、千葉、神奈川地区）の中堅民需営業、パートナー営業機能を富士通よ

り移管し、関越支社、千葉支社、神奈川支社、長野支社、山梨支店を置く。 
 

1. 管理部、営業支援部 

従来の東日本営業本部管理部、営業支援部の一部機能を移管する。 
2. 公共ビジネス推進部 

従来の東日本営業本部より公共ビジネス推進部を移管する。 
3. 関越支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、新たにパートナービジネス営業部、筑波支店、新潟支店を置く。 
(2) 従来の東日本営業本部関東支社北関東支店、群馬支店、多摩支店については、富士通より組織 

移管の上、栃木支店、群馬支店、多摩支店に統合する。 
(3) 従来の東日本営業本部関東支社ネットワーク・金融営業部をネットワーク・金融ソリューショ 

ン営業部に改称する。 
(4) 従来のサービスビジネス営業本部東日本サービスビジネス統括部より関東地区サービスビジネ 

ス機能を分割・移管し、サービスビジネス営業部とする。 
4. 山梨支店 

山梨地区の民需営業機能を富士通より移管し、山梨支店を置く。 
  5. 千葉支社 

富士通からの移管に伴い、新たに産業・流通営業部、パートナービジネス営業部を置く。これに伴い、

従来の千葉支店をソリューション営業部に改称する。 
  6. 神奈川支社 

富士通からの移管に伴い、新たに情報・サービス営業部、パートナービジネス営業部、川崎支店を置

く。 
  7. 長野支社 
     富士通からの移管に伴い、新たに産業・流通営業部、パートナービジネス営業部、松本支店を置く。 
 
【中部営業本部】 

中部地区（東海、静岡、北陸地区）の中堅民需営業、パートナー営業機能を富士通より移管し、東海支

社、静岡支社、北陸支社を置く。 
 

1. 東海支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、新たに岐阜支店、三重支店を置く。 
(2) 従来の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、流通・サービスソリューション統括営業部流通・サービスソリューション第一営業部、

流通サービスソリューション第二営業部を移管し、東海支社直轄とする。 
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2. 静岡支社 

富士通からの移管に伴い、新たに産業・流通営業部、パートナービジネス営業部、静岡東部支店、浜

松支店を置く。これに伴い、従来の東海支店をソリューション営業部に改称する。 
3. 北陸支社 

富士通からの移管に伴い、新たに産業・流通営業部、パートナービジネス営業部、富山支店、福井支

店を置く。 
 
【関西営業本部】 

1. 流通ソリューション統括営業部 

中堅顧客対応を一本化し、商品軸での市場拡大を図るため、ソリューションビジネス営業部を産業ソ 
リューション統括営業部産業ソリューション部（製造業・建設業）、流通ソリューション営業部（食

品製造業・アパレル業・流通卸業）に分割・移管する。 
2. 公共ソリューション統括営業部 

顧客対応の地域一体化を目的とし、従来の西日本営業本部関西支社公共ソリューション第一営業部、

公共ソリューション第二営業部を移管し、公共ソリューション統括営業部公共ソリューション第一営

業部、公共ソリューション第二営業部に改称する。 
3. 和歌山支店 

顧客対応の地域一体化を目的とし、従来の西日本営業本部関西支社和歌山支店を移管し、本部直轄と

する。 
 
【西日本営業本部】 

西日本地区（中国、四国、九州地区）の中堅民需営業、パートナー営業機能を富士通より移管し、中国

支社、四国支社、九州支社を置く。 
 
1. 中国支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、新たに産業営業部、流通・サービス営業部、パートナービジネス営業 
部、福山支店、島根支店、鳥取支店、岡山支店を置く。 

(2) 従来の山口営業所については、富士通より組織移管の上、山口支店に統合する。これに伴い、従 
来の中四国支店をソリューション営業部に改称する。 

2. 四国支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、産業営業部、パートナービジネス営業部、高知支店、徳島支店、松山 
支店を置く。 

(2) 従来の四国営業所については、富士通より組織移管の上、四国支社に統合する。 
3. 九州支社 

(1) 富士通からの移管に伴い、新たに産業営業部、流通・サービス営業部、パートナービジネス営業 
部、佐賀支店、沖縄支店を置く。 

(2) 従来の南九州営業部、長崎営業所、大分営業所、宮崎営業所、鹿児島営業所については、富士通 
からの移管に伴い、新たに熊本支店、長崎支店、大分支店、宮崎支店、鹿児島支店として統合す

る。これに伴い、従来の九州支社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

ネス営業部をそれぞれソリューションビジネス営業部、北九州支店に改称する。 
(3) 従来のサービスビジネス営業本部西日本サービスビジネス統括部九州サービスビジネス営業部を 

移管し、サービスビジネス営業部に改称する。 
 
【官公庁営業本部】 

1. 公共ソリューション統括営業部 

富士通グループ全体での情報セキュリティおよびコンプライアンス強化対策の一環により、従来の特

機ソリューション営業部を富士通特機システム事業本部へ業務移管する。 
 

 

 

 

 



株式会社富士通マーケティング 

5 

〔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】 
1. 事業改革推進室 

事業改革推進室を廃止し、新たにＩＣＴサービス本部のフィールド支援統括部に機能移管を行う。 
 
【ＳＩサービス本部】 

1. 公共ソリューション統括部 
関西および関東圏の自治体ビジネスサポートの連携・強化を目的とし、従来の公共第二ソリューシ

ョン部、公共第三ソリューション部を統合し、公共第二ソリューション部とする。 
 
【ＩＣＴサービス本部】 
ＩＣＴサービスの全国対応と集中による効率化を図るため、従来のソリューションサービス推進本部、

ＳＩサービス本部より、共通技術・インフラサポート機能を移管する。 
 

1. サービス事業企画管理部 
従来のサービス事業部から販売推進機能をビジネスパートナー本部に移管した上で、サービス企画

部をサービス事業企画管理部に改称し、本部直轄として事業管理機能を担うこととする。 
  2. プロフェッショナルサービス統括部 

ソリューションサービス推進本部より共通技術関連を担務とするプロフェッショナルサービス統括

部を移管し、新たにテクニカルサポート部、ネットワークサポート部、クラウドサポート部、ＭＳソ

リューション部を置く。 
3. ＩＴソリューション統括部 

ＩＴソリューション統括部を新設し、従来のＳＩサービス本部よりＳＩソリューション統括部ＩＣ

Ｔソリューション部（大手インフラ対応）、ネットワークソリューション部（大手ネットワーク対応）

を移管する。 
4. 第一インフラサポートセンター 

従来のＳＩサービス本部首都圏・東日本システム統括部東北・北海道システム部より、インフラサ

ポート機能を移管した上で、従来のＩＣＴサポート部とネットワークサポート部を廃止し、サービ

ス商品・特定サービス提供を担務とする第一ＩＣＴサポート部と、フィールドサポートを担務とす

る第二ＩＣＴサポート部を置く。 
5. 第二インフラサポートセンター 

従来のＳＩサービス本部西日本システム統括部九州・中四国システム部より、インフラサポート機

能を移管した上で第三ＩＣＴサポート部を新設する。 
 
【サービスビジネス営業本部】 

1. サービスビジネス推進部 

本部の事業管理機能強化を目的とし、サービスビジネス営業部門ヘッドクオーターとして、事業管

理、営業戦略、人事管理を担うサービスビジネス推進部を新設する。 
2. 東京サービスビジネス統括部 

東日本サービスビジネス統括部関東・東北サービスビジネス部の分割・移管に伴い、神奈川サービ

スビジネス部を東京サービスビジネス統括部に移管し、東日本サービスビジネス統括部は廃止する。 
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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長 ソリューションサービスグループ長 
 （兼）経営戦略グループ副グループ長 （兼）経営戦略グループ副グループ長 
 （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）ＩＣＴサービス本部長 （兼）経営情報システム推進室担当 
   
佐藤
さ と う

  彰
あきら

 執行役員常務 執行役員常務 
 営業グループ副グループ長 営業グループ副グループ長 
 （兼）営業企画本部長 （兼）ビジネス企画推進本部長 
  （兼）市場戦略統括部長 
  （兼）マーケティングセンター長 
   
小林
こばやし

  稔
みのる

 執行役員常務 執行役員常務 
 経営戦略本部長 経営戦略本部長 
 （兼）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 
 （兼）中国ビジネス推進室担当  
   
山瀬
や ま せ

 雅彦
まさひこ

 執行役員 執行役員 
 ソリューションサービス推進本部 ＩＣＴサービス本部長 
 副本部長  
 （兼）経営情報システム推進室担当  
   
大津
お お つ

 洋二
よ う じ

 執行役員 執行役員 
 東日本営業本部長 東日本営業本部長 
 （兼）東北支社長  
   
岡崎
おかざき

 俊
しゅん

哉
や

 執行役員 執行役員 
 官公庁営業本部長 官公庁営業本部長 
 （兼）公共ソリューション統括営業部長  
 （兼）経営戦略本部構造改革推進室副室長  
   
中西
なかにし

 英夫
ひ で お

 執行役員 執行役員 
 流通・サービス・金融営業本部長 流通・サービス・金融営業本部長 
 （兼）営業グループ副グループ長 （兼）経営戦略本部構造改革推進室副室長 
   
林
はやし

  義弘
よしひろ

 執行役員 （富士通（株）） 
 中部営業本部長  
   
大木
お お き

  淳
あつし

 執行役員 （富士通（株）） 
 首都圏営業本部長  
 （兼）関越支社長  
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2．人事異動 
 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 
〔経営戦略グループ〕 

 
【経営戦略本部】 

 
羽富 靖彦 本部長代理 本部長代理 
 （兼）構造改革推進室長 （兼）構造改革推進室長 
 （兼）営業企画本部長代理 （兼）ビジネス企画推進本部長代理 
 （兼）（富士通（株））  

 
《経営企画統括部》 

 

西  雅久 担当部長 担当課長 
   
高橋 正浩 担当部長 担当課長 

 
《構造改革推進室》 

 

武田 淳一 担当部長 ビジネスパートナー本部 
 （兼）（富士通（株）） 事業推進統括部事業推進部長 
  （兼）（富士通（株）） 

 
〔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 ソリューションサービス 
 業務統括部長代理 業務統括部長代理 
 （兼）ソリューションサービス計画部長 （兼）ソリューションサービス計画部長 
 （兼）ソリューションサービス  
 人材開発部長  
   
鈴木 正己 担当部長 ソリューションサービス業務部長 
   
安倍 祐司 ソリューションサービス計画部担当部長 ＳＩサービス本部西日本システム統括部 
  九州・中四国システム部長 
   
朝原  啓 ソリューションサービス計画部担当部長 ソリューションサービス計画部担当部長 
 （兼）ＩＣＴサービス本部  
 サービス事業企画管理部担当部長  
   
平河 宏史 ソリューションサービス業務部長 担当部長 
 （兼）知的財産室長 （兼）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 
   
松原 正彦 知的財産室長代理 ＳＩサービス本部 
  公共ソリューション統括部 
  公共第二ソリューション部長 
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【ＳＩサービス本部】 

 

《公共ソリューション統括部》 
 

長屋 達雄 プロジェクト統括部長 公共第一ソリューション部長 
 （兼）公共第一ソリューション部長  
   
福田 隆彦 公共第二ソリューション部長 公共第三ソリューション部長 
   
田代 克彦 公共第二ソリューション部 公共第三ソリューション部 
 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・中四国システム部長 九州・中四国システム部プロジェクト部長 
 

【ＩＣＴサービス本部】 

 

秋葉 久夫 ＩＣＴサービス本部長代理 ＩＣＴサービス本部長代理 
 （兼）ＩＴソリューション統括部長 （兼）第一インフラサポートセンター長 
  （兼）ＳＩサービス本部長代理 

 
<サービス事業企画管理部> 

 

藤門 弘幸 サービス事業企画管理部長 サービス事業部サービス企画部長 
  （兼）商品戦略本部商品企画統括部 
  担当部長 

 

《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 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）東京東カストマサービス部長 
    東日本業務センター長 （兼）フィールド支援統括部 
     東日本業務センター長 
   
河原畑誠一 担当部長 東京東カストマサービス部 
  第一カストマサ－ビス課長 
   
中川  朗 東京東カストマサービス部長 ソリューションサービス推進本部 
 （兼）フィールド支援統括部担当部長 事業改革推進室長代理 

 

《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 ソリューションサービス推進本部 
 （兼）ＭＳソリューション部長 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 
   
小松 太郎 テクニカルサポート部プロジェクト部長 ソリューションサービス推進本部 
  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プロジェクト部長 
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小田 勝彦 ネットワークサポート部長 第一インフラサポートセンター 
  ネットワークサポート部長 
   
服部 達也 クラウドサポート部長 ソリューションサービス推進本部 
  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 

 

《ＩＴソリューション統括部》 
 

横田  彰 プロジェクト統括部長 ＳＩサービス本部 
  ＳＩソリューション統括部 
  プロジェクト統括部長 
   
佐藤 進一 ＩＣＴソリューション部長 ＳＩソリューション統括部 
 （兼）ソリューションサービス推進本部 ＩＣＴソリューション部長 
    プロジェクトマネジメント推進室 （兼）ソリューションサービス推進本部 
    担当部長    プロジェクトマネジメント推進室 
     担当部長 
   
篠田 慶典 ネットワークソリューション部長 ＳＩソリューション統括部 
  ネットワークソリューション部長 

 
《第一インフラサポートセンター》 
 

坊内  誠 第一インフラサポートセンター長 プロジェクト統括部長 
 （兼）第一ＩＣＴサポート部長 （兼）ＩＣＴサポート部長 
 （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 
   
宮尾  進 第二ＩＣＴサポート部長 ＩＣＴサポート部プロジェクト部長 

 

《第二インフラサポートセンター》 
 

白水久満男 第三ＩＣＴサポート部長 ＳＩサービス本部西日本システム統括部 
  九州・中四国システム部プロジェクト部長 

 

《アウトソーシングサービスセンター》 
 

鎌田  泉 アウトソーシングサービスセンター長 アウトソーシングサービスセンター長 
 （兼）プロフェッショナルサービス  
 統括部長  

 

【サービスビジネス営業本部】 

 

榊田  司 サービスビジネス営業本部長 サービスビジネス営業本部長 
 （兼）ＩＣＴサービス本部副本部長 （兼）ソリューションサービス推進本部 
        事業改革推進室長 
  （兼）ＩＣＴサービス本部長代理 
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<サービスビジネス推進部> 
 

足利  仁 サービスビジネス推進部長 ビジネス支援統括部担当部長 
 

《東京サービスビジネス統括部》 
 

松尾 宏雄 プロジェクト統括部長 東日本サービスビジネス統括部長 
 

〔営業グループ〕 

 

【営業企画本部】 

 

藁科 義弘 副本部長 （富士通（株）） 
   
原田 克巳 副本部長 ビジネスパートナー本部長代理 
 （兼）事業管理統括室長 （兼）事業推進統括部長 
 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
   
小森  正 本部長代理 東京営業本部長 

 

《事業管理統括室》 
 

鈴木 義昭 担当部長 ビジネス企画推進本部 
  営業企画統括部営業管理部長 

 
《営業支援統括室》 
 

加賀美新一 営業支援統括室長 （富士通（株）） 
 （兼）ビジネスパートナー本部  
 事業推進統括部担当部長  
 （兼）（富士通（株））  

 
《営業プロセス企画室》 
 

田中  均 営業プロセス企画室長 ビジネス企画推進本部営業企画統括部長 
   
長沢 忠昭 営業プロセス企画室担当部長 ビジネス企画推進本部営業企画統括部 
 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 営業企画部長 
  （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 

 
《ビジネスマーケティング統括部》 
 

土屋 政紀 ビジネスマーケティング統括部長 ビジネス企画推進本部 
 （兼）市場戦略部長 市場戦略統括部長代理 
 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 （兼）中堅市場戦略部長 
  （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 
   
田中 克利 ビジネスイノベーション部長 ビジネス企画推進本部市場戦略統括部 
  ビジネスイノベーション部担当課長 
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今川 厚史 営業人材開発部長 ビジネス企画推進本部営業企画統括部 
  営業人材開発部長 
   
永山  勉 営業人材開発部長代理 ビジネス企画推進本部営業企画統括部 
  営業人材開発部専任部長 

 

《ソリューション企画室》 
 

原田 修治 ソリューション企画室長 ビジネス企画推進本部 
  クラウド・ソリューション推進統括部長 
  （兼）ソフト・サービスソリューション 
  推進部長 

 

《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 ビジネス企画推進本部 
 （兼）カスタマーリレーション部長 マーケティングセンター長代理 
 （兼）ラウンダー推進部長 （兼）カスタマーリレーション部長 
  （兼）ラウンダー推進部長 

 

【産業営業本部】 

 

《産業ビジネス推進統括部》 
 

升田 泰光 産業ビジネス推進部長 関西営業本部 
 （兼）産業統括営業部産業第一営業部長 産業ソリューション統括営業部 
  産業ソリューション営業部長 

 
《産業統括営業部》 
 

井上 隆夫 産業統括営業部長 産業第三統括営業部長 
   
住谷 正美 産業第二営業部長 産業第一統括営業部 
  産業第一営業部長 

 
《組立産業統括営業部》 
 

松本 謙 組立産業統括営業部長 産業第一統括営業部長 
   
永井 経晴 産業第一営業部長 産業第三統括営業部産業第二営業部長 
  （兼）商品戦略本部商品企画統括部 
        担当部長 
   
冷水 学 産業第二営業部長 産業第一統括営業部産業第二営業部長 

 

《プロセス産業統括営業部》 
 

松浦 由明 プロセス産業統括営業部長 産業第二統括営業部長 
 （兼）産業第二営業部長 （兼）産業第二営業部長 
   



株式会社富士通マーケティング 
 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

12 

遠山 秀孝 産業第一営業部長 産業第二統括営業部産業第一営業部長 
 

【流通・サービス・金融営業本部】 

 

森崎 浩司 副本部長 副本部長 
 （兼）流通・サービスビジネス推進 （兼）流通・サービスビジネス推進 
 統括部長 統括部長 
 （兼）ＬＡビジネス第二統括営業部長 （兼）流通第二統括営業部長 

 

《流通・サービスビジネス推進統括部》 
 

石橋 千幸 流通・サービスビジネス推進部長 流通・サービスビジネス推進部長 
 （兼）流通統括営業部 （兼）流通第三統括営業部 
    商社・卸営業部長    流通サービス第一営業部長 

 

《流通統括営業部》 
 

山本 豊勝 流通統括営業部長 流通第三統括営業部長 
   
高橋 壮自 リテール営業部長 流通第三統括営業部 
  流通サービス第二営業部長 
   
柿原 敏秀 運輸サービス営業部長 情報・ソリューション統括営業部 
  ロジスティックソリューション営業部長 

 

《情報・サービス統括営業部》 
 

土井 信吾 情報・サービス統括営業部長 情報・ソリューション統括営業部長 
  （兼）情報ソリューション第二営業部長 
   
森  康雄 情報営業部長 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長 
   
梅野  光 サービス営業部長 東京営業本部 
  第二ソリューションビジネス営業部 
  担当課長 

 

《ＬＡビジネス第一統括営業部》 
 

青柳  聡 ＬＡビジネス第一統括営業部長 流通第一統括営業部長 
   
中本 寛明 小売第一営業部長 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 小売第二営業部長 流通第一統括営業部 
  流通サービス第二営業部長 
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《ＬＡビジネス第二統括営業部》 
 

鈴木 高師 食品・外食営業部長 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 印刷・新聞営業部長 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 小売・専門店営業部長 流通第二統括営業部 
  流通サービス第三営業部長 

 

【東日本営業本部】 

 

<営業支援部> 
 

吉田 全伸 営業支援部長 関西営業本部 
  流通ソリューション統括営業部 
  ソリューションビジネス営業部長 

 

《北海道支社》 
 

佐藤  貢 北海道支社長 （富士通（株）） 
 （兼）パートナービジネス営業部長  
   
山崎  毅 北海道支社長代理 関東支社群馬支店長 
 （兼）ソリューション営業部長  
   
片山 聖貴 産業・流通営業部長 （富士通（株）） 
 （兼）道東営業所長  
 （兼）函館営業所長  

 

《東北支社》 
 

山田 隆弘 東北支社長代理 東北支社長 
   
深澤  譲 ソリューション営業部長 第二ソリューションビジネス営業部長 
   
山内  貢 産業・情報営業部長 （富士通（株）） 
 （兼）パートナービジネス営業部長  
 （兼）（富士通（株））  
   
高橋 正行 流通営業部長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  
   
千葉 政直 公共ソリューション営業部長 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 （兼）ヘルスケア営業部長 
   
直江 公雄 サービスビジネス営業部長 サービスビジネス営業本部 
  東日本サービスビジネス統括部 
  関東・東北サービスビジネス部長 
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松本 和彦 岩手支店長 北東北支店長 
   
高橋 祐二 山形支店長 （富士通（株）） 

 

【首都圏営業本部】 

 

藤岡 潤治 本部長代理 東日本営業本部長代理 
 （兼）神奈川支社長 （兼）神奈川支社長 
 （兼）川崎支店長  

 

<管理部> 
 

上杉 勝幸 管理部長 東日本営業本部管理部長 
 （兼）東日本営業本部管理部長  

 

<営業支援部> 
 

辻   誠 営業支援部長 東日本営業本部営業支援部長 
 

<公共ビジネス推進部> 
 

橋本 英明 公共ビジネス推進部長 東日本営業本部公共ビジネス推進部長 
   
真崎 覚 担当部長 東日本営業本部公共ビジネス推進部 
  担当部長 

 

《関越支社》 
 

菊池 邦彦 関越支社長代理 東日本営業本部関東支社長 
   
山口 敏雄 関越支社長代理 （富士通（株）） 
 （兼）パートナービジネス営業部長  
 （兼）群馬支店長  
   
大橋 孝一 産業・流通ソリューション営業部長 東日本営業本部関東支社 
  産業・流通ソリューション営業部長 
   
園田 義人 サービスビジネス営業部長 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人材開発部長 
   
北村 篤史 栃木支店長 東日本営業本部関東支社北関東支店長 
 （兼）公共ソリューション営業部長 （兼）公共ソリューション営業部長 
   
横山 敏郎 多摩支店長 東日本営業本部多摩支店長 
 （兼）山梨支店長  
   
星  淳一 新潟支店長 （富士通（株）） 
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《千葉支社》 
 

中山 豊彦 千葉支社長 （富士通（株）） 
 （兼）産業・流通営業部長  
   
大坪 育夫 ソリューション営業部長 東日本営業本部関東支社千葉支店長 
 （兼）関越支社 （兼）関東支社 
 ネットワーク・金融ソリューション ネットワーク・金融営業部長 
 営業部長  
   
野田  徹 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 

 

《神奈川支社》 
 

渡辺 和彦 産業ソリューション営業部長 東日本営業本部神奈川支社 
  産業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 東日本営業本部神奈川支社 
  流通ソリューション営業部長 
   
早川 浩規 情報・サービス営業部長 （富士通（株）） 
   
小松 保雄 公共ソリューション営業部長 東日本営業本部神奈川支社 
  公共ソリューション営業部長 
   
宮澤  卓 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 

 

《長野支社》 
 

元木 泰光 長野支社長 （富士通（株）） 
   
宮嵜 保則 産業・流通営業部長 （富士通（株）） 
   
高橋  寛 産業・流通営業部担当部長 （富士通（株）） 
   
河合 奈美 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 
   
杉山 英之 松本支店長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  

 

【中部営業本部】 

 

冨田 昌次 本部長代理 東海営業本部長 
 （兼）東海支社長  
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勝 佐登志 本部長代理 ビジネスパートナー本部長代理 
 （兼）北陸支社長 （兼）ソリューションマーケティング推進 
 （兼）パートナービジネス営業部長 統括部長 
 （兼）（富士通（株）） （兼）ビジネス推進部長 
  （兼）商品戦略本部長代理 
  （兼）（富士通（株）） 

 
<管理部> 

 

小板橋 淳 管理部長 事業推進本部財務部担当部長 
 
《東海支社》 
 

勝木 浩之 東海支社長代理 東海営業本部 
  産業ソリューション統括営業部長 
   
池  秀二 東海支社長代理 東海営業本部 
  流通・サービスソリューション 
  統括営業部長 
   
佐藤 賢司 産業ソリューション第一営業部長 東海営業本部 
  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長 
   
大野 和彦 産業ソリューション第二営業部長 東海営業本部 
  産業ソリューション統括営業部 
  産業ソリューション第二営業部長 
   
赤尾 昇 流通・サービスソリューション 東海営業本部 
 第一営業部長 流通・サービスソリューション統括営業部 
  流通・サービスソリューション 
  第一営業部長 
   
鈴木 剛 流通・サービスソリューション 東海営業本部 
 第二営業部長 流通・サービスソリューション統括営業部 
  流通・サービスソリューション 
  第二営業部長 

 

《静岡支社》 
 

熊谷  聡 静岡支社長 （富士通（株）） 
 （兼）産業・流通営業部長  
   
斎藤 繁 ソリューション営業部長 東海営業本部東海支店長 
   
栗原 洋彰 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 
   
田杉 元秀 静岡東部支店長 （富士通（株）） 
 （兼）産業・流通営業部担当部長  
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鈴木 秋彦 浜松支店長 （富士通（株）） 
 

《北陸支社》 
 

笹原 浩一 産業・流通営業部長 （富士通（株）） 
 （兼）富山支店長  
   
山本 茂樹 産業・流通営業部担当部長 （富士通（株）） 
   
西堂 洋介 福井支店長 （富士通（株）） 

 

【関西営業本部】 

 

石田 幸和 主席部長 ビジネス企画推進本部主席部長 
 
《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）産業ソリューション営業部長 （兼）企業ソリューション営業部長 
   
杉浦 紳司 企業ソリューション営業部長 企業ソリューション営業部担当課長 

 
《公共ソリューション統括営業部》 
 

東  淳一 公共ソリューション統括営業部長 西日本営業本部関西支社長 
   
窪田 博之 公共ソリューション第一営業部長 西日本営業本部関西支社 
  公共ソリューション第一営業部長 
   
大岩 英文 公共ソリューション第二営業部長 西日本営業本部関西支社 
  公共ソリューション第二営業部長 

 
<和歌山支店> 

 

北村  厚 和歌山支店長 西日本営業本部九州支社 
  第一ソリューションビジネス営業部長 
  （兼）長崎営業所長 

 
<神戸支店> 

 

十亀  功 担当部長 ビジネス企画推進本部 
  マーケティングセンター 
  ラウンダー推進部専任部長 

 
【西日本営業本部】 

 

堀口 康之 副本部長 （富士通（株）） 
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《中国支社》 
 

門出 哲典 中国支社長 （富士通（株）） 
 （兼）産業営業部長  
   
三宮 高彦 ソリューション営業部長 中四国支店長 
  （兼）山口営業所長 
  （兼）四国営業所長 
   
川上耕一郎 流通・サービス営業部長 （富士通（株）） 
   
丹羽 英二 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 
   
黒田 徹夫 福山支店長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  
   
渡辺 直之 岡山支店長 （富士通（株）） 

 
《四国支社》 
 

武井  深 四国支社長 （富士通（株）） 
   
加本 貴幸 産業営業部長 （富士通（株）） 
   
北山 勝彦 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 
   
湯浅 敏行 松山支店長 （富士通（株）） 

 
《九州支社》 

 
桐明 建王 九州支社長 （富士通（株）） 
 （兼）流通・サービス営業部長  
   
野村 和博 九州支社長代理 九州支社長 
   
霜野 良介 ソリューションビジネス営業部長 関西支社和歌山支店長 
   
井手口 敏 産業営業部長 （富士通（株）） 
   
原槇 清孝 パートナービジネス営業部長 （富士通（株）） 
   
梅本 直輝 サービスビジネス営業部長 サービスビジネス営業本部 
  西日本サービスビジネス統括部 
  九州サービスビジネス部長 
   
下畑 幸人 北九州支店長 第二ソリューションビジネス営業部長 
   
雑賀  剛 佐賀支店長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  
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野上 浩幸 熊本支店長 南九州営業部長 
   
石神 順一 熊本支店担当部長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  
   
藤野 聖司 大分支店長 （富士通（株）） 
 （兼）（富士通（株））  
   
徳永  剛 鹿児島支店長 （富士通（株）） 
   
   
末吉桂太郎 沖縄支店長 （（株）沖縄富士通システム 
  エンジニアリング） 

 
【ビジネスパートナー本部】 

 
為近裕利彦 本部長代理 ＩＣＴサービス本部長代理 
 （兼）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 
  プロフェッショナルサービス 
     統括部長 

 
《事業推進統括部》 
 

阿部 康雄 事業推進統括部長 事業推進統括部長代理 
 （兼）事業管理部長 （兼）事業管理部長 
 （兼）業務プロセス改革推進室員 （兼）業務プロセス改革推進室担当部長 
 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
   
三浦  靖 ビジネス推進部長 ソリューションマーケティング推進 
 （兼）営業企画本部 統括部 
 ビジネスマーケティング統括部 ビジネス推進部担当部長 
 担当部長  

 
《ソリューションマーケティング推進統括部》 
 

近藤 小波 ソリューションマーケティング推進 ソリューション販売推進部長 
 統括部長 （兼）（富士通（株）） 
 （兼）業務ソリューション販売推進部長  
 （兼）商品戦略本部担当部長  
 （兼）（富士通（株））  
   
鎌田 了悟 業務ソリューション販売推進部担当部長 東京営業本部 
  第一ソリューションビジネス営業部 
  担当部長 
   
森田 浩司 業種ソリューション販売推進部長 産業営業本部産業ビジネス推進統括部 
  産業ビジネス推進部長 
  （兼）産業第三統括営業部 
     産業第一営業部長 
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《サービスビジネス推進統括部》 
 

村松 直岐 サービスビジネス推進統括部長 ＩＣＴサービス本部サービス事業部長 
 （兼）ビジネスサポート部長 （兼）ビジネスサポート部長 
 （兼）サービスビジネス営業本部主席部長 （兼）サービスビジネス営業本部主席部長 
   
菊地  徹 サービスビジネス推進部長 ＩＣＴサービス本部サービス事業部 
  サービスビジネス推進部長 

 
《プロダクト・サービス推進統括部》 
 

駒田 義則 プロダクト・サービス推進統括部長 ビジネス企画推進本部 
 （兼）プラットフォーム推進部長 プロダクト・サービス推進統括部長 
 （兼）プロダクト・サービス販売推進部長 （兼）プロダクト・サービス販売推進部長 
   
平山 克朗 統括部長代理 ビジネス企画推進本部 
 （兼）アライアンス推進部長 プロダクト・サービス推進統括部長代理 
  （兼）アライアンス推進部長 
   
熨斗 秀昭 担当部長 ビジネス企画推進本部 
  クラウド・ソリューション推進統括部 
  担当部長 
   
塩見 秀樹 ユニファイドコミュニケーション ビジネス企画推進本部 
 推進部長 クラウド・ソリューション推進統括部 
  ユニファイドコミュニケーション 
  推進部長 

 
《東京ビジネスパートナー統括営業部》 
 

尾花  実 統括営業部長代理 東京営業本部 
  第一ソリューションビジネス営業部長 
  （兼）営業支援部長 
   
北島 裕美 第一営業部担当部長 第一営業部担当課長 
 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
   
立分 宏幸 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 
  担当課長 
   
加藤 雅弘 第四営業部長 東京営業本部 
  第二ソリューションビジネス営業部長 

 
 

以 上 


