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２０１２年３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 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ統括部長 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、4 月 1 日付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 

 

〔コーポレートグループ〕 

【事業推進本部】 

1. 人材開発部 

従来の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

人材開発部および営業企画本部ビジネスマーケティング統括部営業人材開発部の一部機能を移管し、

事業推進本部人材開発部に統合する。 

 

【ビジネスサポート本部】 

1. 業務管理統括部 

従来の購買統括部調達企画推進室を移管する。 

2. ビジネスサポートセンター 

ビジネスサポートセンターを新設する。 

 

〔営業グループ〕 

 

 民需市場最大化に向けた顧客対応のスピードアップと現場へのサポート品質の向上を目指し、組織を再

編成する。経営戦略グループから商品戦略本部および中国ビジネス推進室を移管する。また、流通・サー

ビス・金融営業本部より金融統括営業部を公共営業本部に移管した上で、従来の公共営業本部を公共・金

融営業本部に改称する。それに伴い、従来の流通・サービス・金融営業本部を流通・サービス営業本部に

改称する。 

 

【営業推進本部】 

営業マネジメントの強化を図るため、従来の営業企画本部を営業推進本部に改称し、営業グループおよ
び富士通プロダクト・サービス製品の事業管理機能を集約する。 
 
1. 事業推進統括室 

従来の事業管理統括室を事業推進統括室に改称する。 
 
2. 営業支援統括部  

従来の営業支援統括室、営業プロセス企画室を再編の上、営業支援統括部とし、営業支援部、制度企
画部を置く。 
 

3. プロダクト販売推進統括部  
プロダクト販売推進統括部を新設し、ビジネス計画部、プラットフォームビジネス推進部を置く。 

 
4. ビジネスプロセス開発室 

従来のビジネスマーケティング統括部ビジネスイノベーション部と営業人材開発部の一部機能を移管
の上、ビジネスプロセス開発室に統合する。
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【ビジネスパートナー本部】 

従来の営業企画本部から営業ヘッドクオーター機能を移管し、マーケティング戦略組織を新設する。ま

た、ビジネスパートナー営業のうち、中部・関西地域は各営業本部に機能移管する。 

 

1. ビジネス推進統括部  

従来のプロモーション企画推進部を、フィールドプロモーション推進部に改称する。また併せて、ソ

リューション事業本部 GLOVIA smart 事業部プロモーション部を移管の上、Web プロモーション推進

部に改称する。 

 

2. マーケティングセンター 

マーケティング戦略推進部を新設する。 

 

3. サービスビジネス推進統括部 

従来のサービスビジネス推進部をサービス・クラウド企画部に改称する。 

 

4. ニュービジネス推進室 

従来のプロダクト・サービス推進統括部ユニファイドコミュニケーション推進部をニュービジネス推

進室に改称する。 

 

5. 東京ビジネスパートナー統括営業部  

従来の第四営業部を第三営業部に統合する。 

 
【商品戦略本部】 

商品戦略本部を経営戦略グループから営業グループに移管し、商品戦略と販売戦略と一体化することで、

商品を軸とした製販一体の強化を図る。 

 

1. 商品企画統括室、商品事業マネジメント室 

従来の商品企画統括部を商品企画統括室、商品事業マネジメント室に分割する。 

 

2. アライアンス企画室 

従来の営業企画本部ソリューション企画室のアライアンス企画業務を移管し、アライアンス企画室を

新設する。 

 

【産業営業本部】 

1. 産業統括営業部  
従来のネットワークソリューション営業部を移管し、ネットワーク営業部に改称した上で産業統括営
業部に置く。 

 
【流通・サービス営業本部】 

1. 情報・サービス統括営業部 

従来のサービス営業部をサービス第一営業部に改称する。 
また、従来のＬＡビジネス第二統括営業部印刷・新聞営業部を移管の上、サービス第二営業部に改称
する。 
 

2. ネットワーク営業部 

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営業部に改称する。 

 

【東日本営業本部】 

1. 北海道支社 

従来のソリューション営業部と産業・流通営業部を再編し、産業・情報営業部、流通営業部とする。

また、従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 

 

2. 東北支社 

従来のソリューション営業部を廃止し、産業・情報営業部、流通営業部に統合する。 
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また、従来のパートナービジネス営業部、公共ソリューション営業部をビジネスパートナー営業部、

公共営業部に改称する。 

 

【首都圏営業本部】 

1. 関越支社 
従来のパートナービジネス営業部、産業・流通ソリューション営業部、公共ソリューション営業部、
ネットワーク・金融ソリューション営業部をそれぞれ、ビジネスパートナー営業部、産業・流通営業
部、公共営業部、ネットワーク・金融営業部に改称する。 

 
2. 千葉支社 

従来のソリューション営業部、産業・流通営業部を、産業・流通営業部に統合する。また、従来のパ
ートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 

 
3. 神奈川支社 

従来のサービスビジネス営業本部東京サービスビジネス統括部神奈川サービスビジネス部を移管し、
サービスビジネス営業部に改称する。また、従来のパートナービジネス営業部、産業ソリューション
営業部、流通ソリューション営業部、公共ソリューション営業部をそれぞれ、ビジネスパートナー営
業部、産業営業部、流通営業部、公共営業部に改称する。 
 

4. 長野支社 
従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 

 
【中部営業本部】 

1. ビジネスパートナー統括営業部 

従来のビジネスパートナー本部関西・東海ビジネスパートナー統括営業部東海営業部を移管し、ビジ
ネスパートナー統括営業部とする。 

 

2. 東海支社  

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中部サービスビジネス部を移管し、
サービスビジネス営業部に改称する。また、従来の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第一営業部、流通・サービスソリューション第二営
業部をそれぞれ産業第一営業部、産業第二営業部、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. 静岡支社  

従来のソリューション営業部、産業・流通営業部を再編の上、第一営業部、第二営業部とする。また、
従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 
 

4. 北陸支社 
従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 

 

【関西営業本部】 

1. ビジネスパートナー統括営業部 

従来のビジネスパートナー本部関西・東海ビジネスパートナー統括営業部関西第一営業部、関西第二

営業部を移管し、ビジネスパートナー統括営業部第一営業部、第二営業部とする。 

 

2. 産業統括営業部 

従来の産業ソリューション統括営業部を産業統括営業部に改称する。また、従来の産業ソリューショ

ン営業部、企業ソリューション営業部、ネットワークソリューション営業部を、産業営業部、企業営

業部、ネットワーク営業部に改称する。 

 

3. 流通・サービス統括営業部 

従来の流通ソリューション統括営業部を流通・サービス統括営業部に改称する。また、従来の流通ソ

リューション営業部、情報・サービスソリューション営業部を、流通営業部、情報・サービス営業部

に改称する。 
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4. 公共・金融統括営業部 

従来の公共ソリューション統括営業部を、公共・金融統括営業部に改称する。また、従来の公共ソリ

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それぞれ、自治体・金融営業部、文教営業

部に改称する。 

 

【西日本営業本部】 

1. 中国支社 

従来のソリューション営業部を廃止し、民需担当機能は産業営業部、流通・サービス営業部に統合す

る。また、公共営業部を新設し、公共担当機能を移管する。従来のパートナービジネス営業部をビジ

ネスパートナー営業部に改称する。また、鳥取支店直下に山陰営業所を新設する。 

 

2. 四国支社 

従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。 

 

3. 九州支社 

従来のソリューションビジネス営業部を廃止し、民需担当機能は産業・情報営業部、流通・サービス

営業部に統合する。従来のパートナービジネス営業部をビジネスパートナー営業部に改称する。また

公共営業部を新設し、公共担当機能を移管する。 
 

【公共・金融営業本部】 

1. 公共・金融ビジネス推進統括部 

従来の公共ビジネス推進統括部を公共・金融ビジネス推進統括部に改称する。また、公共ビジネス推

進部を公共・金融ビジネス推進部に改称する。 

 

2. 官公庁統括営業部 

従来の官公庁ソリューション統括営業部を官公庁統括営業部に改称し、従来の官公庁第一ソリューシ

ョン営業部を分割して、官公庁第一営業部、官公庁第二営業部を置く。また従来の官公庁第二ソリュ

ーション営業部を改称し、官公庁第三営業部とする。 

 

3. 次世代公共統括営業部 

従来の公共ソリューション統括営業部を次世代公共統括営業部に改称する。 

従来の官公庁ソリューション統括営業部官公庁第四ソリューション営業部を移管し、次世代公共第一

営業部に改称する。 

従来の公共ソリューション統括営業部公共第二ソリューション営業部を改称し、次世代公共第二営業

部とする。また公共第一ソリューション営業部を次世代公共第三営業部に、自治体ソリューション営

業部を自治体・文教営業部にそれぞれ改称する。 

 

4. 金融統括営業部  

従来の流通・サービス・金融営業本部金融統括営業部金融第一営業部、金融第二営業部を移管する。 

 

【ヘルスケア事業本部】 

1. ヘルスケアビジネス推進部 

ヘルスケアビジネス推進部を新設する。 

 

2. ヘルスケアソリューション事業部 

従来のヘルスケアソリューション統括部をヘルスケアソリューション事業部に改称する。また、ソリ

ューションサポートセンターより首都圏地区のサポートデスク機能を移管し、首都圏システム部を新

設する。従来の第一ソリューション部と第二ソリューション部をそれぞれ東日本システム部、西日本

システム部に改称する。 
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〔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. 第一特定ソリューション統括部、第二特定ソリューション統括部 

大型特定プロジェクト対応のため、プロジェクトメンバーを集約し、専任組織としてソリューション

サービス推進本部第一特定ソリューション統括部、第二特定ソリューション統括部を新設する。 

 

【ＳＩサービス本部】 

1. 東日本システム統括部 

従来のＳＩソリューション統括部、首都圏・東日本システム統括部を統合し、東日本システム統括部

とし、第一システム部、第二システム部、神奈川・関東システム部、東北・北海道システム部を置く。 

 

(1) 第一システム部 

従来のＳＩソリューション統括部コンサルティングサービス部、第一ソリューション部、首都圏・東

日本システム統括部産業ソリューション部、ロジスティックソリューション部を統合し、第一システ

ム部とする。 

(2) 第二システム部 

従来のＳＩソリューション統括部第二ソリューション部、首都圏・東日本システム統括部流通ソリュ

ーション部を統合し、第二システム部とする。 

(3) 神奈川・関東システム部、東北・北海道システム部 

従来の首都圏・東日本システム統括部神奈川・関東システム部、東北・北海道システム部を移管する。 

 

【ＩＣＴサービス本部】 

ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ（アズサービス）商品の商品開発・拡販支援・サポート部隊の役割を明確化し、Ａ

ＺＳＥＲＶＩＣＥ商談の事業体制強化、商談対応力の強化を図る。 

 

1. ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部 

従来の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を移管の上、ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ開発

部に統合する。また、ＡＺＳＥＲＶＩＣＥソリューションセンターを新設する。 

 

2. 東日本フィールドサービス統括部 

従来の関東・東北カストマサービス部を分割し、東北カストマサービス部、関東カストマサービス部

とする。 

 

3. 東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター、西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター、ＡＺＳＥ 

ＲＶＩＣＥ運用センター 

従来の第一インフラサポートセンター第一ＩＣＴサポート部・第二ＩＣＴサポート部、第二インフラ

サポートセンター第一ＩＣＴサポート部・第二ＩＣＴサポート部・第三ＩＣＴサポート部、アウトソ

ーシングサービスセンターをそれぞれ、東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター第一サポート

部・第二サポート部、西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター第一サポート部・第二サポート部・

第三サポート部、ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ運用センターに改称する。 

 

【ソリューション事業本部】 

1. ＧＬＯＶＩＡ ｓｍａｒｔ事業部  
従来のプロモーション部を廃止し、Ｗｅｂプロモーションの共通機能をビジネスパートナー本部ビジ

ネス推進統括部Ｗｅｂプロモーション推進部に移管する。 

 

【サービスビジネス営業本部】 

1. ビジネス支援統括部 
従来のサービスビジネス推進部と、ビジネス支援統括部営業支援部を統合し、サービスビジネス推進

部とする。また、従来のインサイドセンターを営業管理部に改称する。 

 

 



株式会社富士通マーケティング 

 

6 

2. 関西サービスビジネス統括部 

従来の西日本サービスビジネス統括部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を

それぞれ、関西サービスビジネス統括部第一サービスビジネス部、第二サービスビジネス部に改称す

る。 

 

〔経営戦略グループ／経営会議直轄〕 

 

(1) 経営情報システム推進室を経営戦略グループに移管する。 

(2) ＣＳ推進室を経営会議直轄とする。 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

1．役員人事 

 

佐
さ

藤
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）営業推進本部長 （兼）営業企画本部長 

   

小林
こばやし

  稔
みのる

 執行役員常務 執行役員常務 

 ビジネスサポート本部長 経営戦略本部長 

 （兼）事業推進本部副本部長 （兼）ビジネスサポート本部長 

 （兼）業務プロセス改革推進室担当 （兼）事業推進本部副本部長 

 （兼）監査部担当 （兼）業務プロセス改革推進室担当 

  （兼）監査部担当 

  （兼）中国ビジネス推進室担当 

   

中
ちゅう

馬
ま

 勝
かつ

人
ひと

 執行役員 執行役員 

 営業グループ副グループ長 西日本営業本部長 

   

吉
よし

川
かわ

 龍
たつ

彦
ひこ

 執行役員 執行役員 

 営業グループ長補佐 関西営業本部長 

  （兼）流通ソリューション統括営業部長 

   

山
やま

瀬
せ

 雅
まさ

彦
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 ソリューションサービス推進本部 

 副本部長 副本部長 

 （兼）第一特定ソリューション統括部長 （兼）経営情報システム推進室担当 

   

梅田
う め だ

  靖
やすし

 執行役員 執行役員 

 公共・金融営業本部長 ヘルスケア事業本部長 

 （兼）公共・金融ビジネス推進統括部長  
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木村
き む ら

 清
きよ

孝
たか

 執行役員 執行役員 

 経営戦略本部長 経営戦略本部副本部長 

 （兼）ＳＩアシュアランス室長 （兼）ＳＩアシュアランス室長 

 （兼）ＣＳ推進室担当 （兼）コーポレートコミュニケーション 

 （兼）コーポレートコミュニケーション 統括部担当 

 統括部担当  

 （兼）中国ビジネス推進室担当  

   

森川
もりかわ

 功史
こ う じ

 執行役員 執行役員 

 ソリューションサービス推進本部 ＳＩサービス本部長 

 副本部長 （兼）中国ビジネス推進室担当 

 （兼）第二特定ソリューション統括部長  

 （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 執行役員 

 流通・サービス営業本部長 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 執行役員 

 関西営業本部長 公共営業本部長 

  （兼）公共ビジネス推進統括部長 

  （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 

 ビジネスパートナー本部長 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）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  

   

大木
お お き

  淳
あつし

 執行役員 執行役員 

 首都圏営業本部長 首都圏営業本部長 

 （兼）関越支社長 （兼）関越支社長 

 （兼）ビジネスパートナー営業部長  

   

堀口
ほりぐち

 康之
やすゆき

 執行役員 西日本営業本部副本部長 

 西日本営業本部長  

   

藁科
わらしな

 義弘
よしひろ

 執行役員 営業企画本部副本部長 

 営業推進本部副本部長 （兼）コンプライアンス室副室長 

 （兼）コンプライアンス室副室長  

 

2．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《CS 推進室》 

 

田中  均 CS 推進室長 営業企画本部営業プロセス企画室長 
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〔経営戦略グループ〕 

 

《コーポレートコミュニケーション統括部》 

 

梶山  亮 宣伝部長 ソリューション事業本部 

  GLOVIA smart 事業部 

  プロモーション部プロジェクト部長 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

【ビジネスサポート本部】 

 

《業務管理統括部》 

 

佐久間貴之 業務管理統括部長 購買統括部長 

 （兼）ビジネスサポートセンター長  

   

牧本  朗 調達企画推進室長 購買統括部プロダクト・ソフトウェア 

  調達部長 

 

《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 オペレーション統括部長代理 

 （兼）オペレーション部長 （兼）オペレーション部長 

 

《購買統括部》 

 

鈴木 徳男 購買統括部長 業務管理統括部長 

   

細井 健司 プロダクト・ソフトウェア調達部長 調達企画推進室長 

 

〔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】 

 

《プロジェクトマネジメント推進室》 

 

宮崎 直樹 プロジェクトマネジメント推進室長代理 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 

 

《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計画部長 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 

  人材開発部長 
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吉田 孝志 ソリューションサービス ＳＩサービス本部プロジェクト統括部長 

 業務統括部長代理  

   

松原 正彦 知的財産室長 知的財産室長代理 

 

《第一特定ソリューション統括部》 

 

中川 和弘 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 

   

大泉 秀広 プロジェクト統括部長 ＳＩサービス本部 

  首都圏・東日本システム統括部 

  プロジェクト統括部長 

   

中村 喜雅 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 

 

【SI サービス本部】 

 

河辺 康雄 SI サービス本部長 SI サービス本部長代理 

 （兼）SI ビジネス推進統括部長 （兼）SI ビジネス推進統括部長 

  （兼）SI ソリューション統括部長 

  （兼）首都圏・東日本システム統括部長 

   

山口 克美 SI サービス本部長代理 公共ソリューション統括部長 

 （兼）公共ソリューション統括部長  

 

《SI ビジネス推進統括部》 

 

野田 純一 プロジェクト統括部長 プロジェクト統括部長 

 （兼）開発センター長  

 

《東日本システム統括部》 

 

清水 克己 東日本システム統括部長 西日本システム統括部長 

   

北井 宣行 第一システム部長 首都圏・東日本システム統括部 

  産業ソリューション部長 

   

作田 智昭 第二システム部長 首都圏・東日本システム統括部 

  流通ソリューション部長 

 

《西日本システム統括部》 

 

佐藤 和広 西日本システム統括部長 プロジェクト統括部長 
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【ICT サービス本部】 

 

《AZSERVICE 事業部》 

 

村松 直岐 AZSERVICE 事業部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）サービスビジネス営業本部主席部長 サービスビジネス推進統括部長 

  （兼）サービスソリューション推進部長 

  （兼）ICT サービス本部 

  AZSERVICE 事業部長 

  （兼）サービスビジネス営業本部主席部長 

   

島田 賢一 AZSERVICE ソリューションセンター長 ビジネスパートナー本部 

  サービスビジネス推進統括部 

  サービスソリューション推進部担当課長 

 

《東日本フィールドサービス統括部》 

 

須見 正人 東北カストマサービス部長 神奈川カストマサービス部 

  相模カストマサ－ビス課長 

   

山田  淳 関東カストマサービス部長 関東・東北カストマサービス部長 

   

黒澤 雅人 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 

  中部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》 

 

古谷 浩司 プロジェクト統括部長 プロジェクト統括部長 

 （兼）中部カストマサービス部長  

 

《東日本 AZSERVICE サポートセンター》 

 

松本 匡邦 東日本 AZSERVICE サポートセンター長 第二インフラサポートセンター長 

 （兼）第一サポート部長  

 （兼）AZSERVICE 事業部  

 プロジェクト統括部長  

   

宮尾  進 第二サポート部長 第一インフラサポートセンター 

  第二 ICT サポート部長 

 

《西日本 AZSERVICE サポートセンター》 

 

坊内  誠 西日本 AZSERVICE サポートセンター長 第一インフラサポートセンター長 

 （兼）AZSERVICE 事業部 （兼）第一 ICT サポート部長 

 プロジェクト統括部長  

   

四方 俊明 第一サポート部長 第二インフラサポートセンター 

  第一 ICT サポート部長 
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長尾  悟 第二サポート部長 第二インフラサポートセンター 

  第二 ICT サポート部長 

   

白水久満男 第三サポート部長 第二インフラサポートセンター 

  第三 ICT サポート部長 

 

《AZSERVICE 運用センター》 

 

鎌田  泉 AZSERVICE 運用センター長 アウトソーシングサービスセンター長 

 （兼）AZSERVICE 事業部 （兼）プロフェッショナルサービス 

 プロジェクト統括部長 統括部長 

 （兼）プロフェッショナルサービス  

       統括部長  

   

今田 正実 プロジェクト統括部長 アウトソーシングサービスセンター 

  プロジェクト統括部長 

 

【ソリューション事業本部】 

 

鈴木 俊久 ソリューション事業本部長 副本部長 

 （兼）商品戦略本部副本部長  

 

【サービスビジネス営業本部】 

 

《ビジネス支援統括部》 

 

小松 重昭 ビジネス支援統括部長 ビジネス支援統括部長 

 （兼）営業管理部長 （兼）インサイドセンター長 

 

《東京サービスビジネス統括部》 

 

酒巻 周一 東京サービスビジネス統括部長 西日本サービスビジネス統括部 

  中部サービスビジネス部長 

   

末吉 秀次 第二サービスビジネス部長 第一サービスビジネス部 

  第一サービスビジネス課長 

 

《関西サービスビジネス統括部》 

 

上峠 武良 関西サービスビジネス統括部長 西日本サービスビジネス統括部長 

   

打田 和彦 第一サービスビジネス部長 西日本サービスビジネス統括部 

  関西第一サービスビジネス部長 

   

神崎 慎介 第二サービスビジネス部長 西日本サービスビジネス統括部 

  関西第二サービスビジネス部長 
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【コンストラクション事業本部】 

 

《営業統括部》 

 

島田 善行 営業統括部長代理 第二営業部長 

 （兼）第二営業部長  

 

〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 

原田 克巳 副本部長 営業企画本部副本部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）事業管理統括室長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

駒田 義則 主席部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）プロダクト販売推進統括部 プロダクト・サービス推進統括部長 

 プラットフォームビジネス （兼）プラットフォーム推進部長 

 推進部長  

 

《事業推進統括室》 

 

阿部 康雄 事業推進統括室長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） 事業推進統括部長 

  （兼）事業管理部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《営業支援統括部》 

 

加賀美新一 営業支援統括部長 営業企画本部営業支援統括室長 

 （兼）営業支援部長 （兼）（富士通（株）） 

   

長沢 忠昭 制度企画部長 営業企画本部営業プロセス企画室 

  担当部長 

 

《プロダクト販売推進統括部》 

 

武田 淳一 プロダクト販売推進統括部長 経営戦略本部構造改革推進室担当部長 

 （兼）ビジネス計画部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《ビジネスプロセス開発室》 

 

土屋 政紀 ビジネスプロセス開発室長 営業企画本部 

 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 ビジネスマーケティング統括部長 

  （兼）市場戦略部長 

  （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 
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【ビジネスパートナー本部】 

 

為近裕利彦 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）サービスビジネス推進統括部長 （兼）ICT サービス本部長代理 

   

小森  正 ビジネスパートナー本部長代理 営業企画本部長代理 

 

《ビジネス推進統括部》 

 

近藤 小波 ビジネス推進統括部長 ビジネス推進統括部長 

 （兼）ビジネス推進部長 （兼）プロモーション企画推進部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

金沢 昌一 フィールドプロモーション推進部長 コーポレートコミュニケーション統括部 

  宣伝部長 

  （兼）CS 推進室長 

   

桜井  浩 Web プロモーション推進部長 ソリューション事業本部 

  GLOVIA smart 事業部 

  プロモーション部長 

 

《マーケティングセンター》 

 

三浦  靖 マーケティングセンター長代理 ビジネス推進統括部ビジネス推進部長 

 （兼）マーケティング戦略推進部長  

   

北村 一彦 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付 

 

《ソリューションマーケティング推進統括部》 

 

立分 宏幸 業務ソリューション推進部長 東京ビジネスパートナー統括営業部 

  第三営業部長 

 

《サービスビジネス推進統括部》 

 

菊地  徹 サービス・クラウド企画部長 サービスビジネス推進部長 

 （兼）サービスソリューション推進部長  

 

《ニュービジネス推進室》 

 

塩見 秀樹 ニュービジネス推進室長 プロダクト・サービス推進統括部 

  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 東京ビジネスパートナー 東京ビジネスパートナー 

 統括営業部長代理 統括営業部長代理 

 （兼）第三営業部長  
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加藤 雅弘 第二営業部長 第四営業部長 

 

【商品戦略本部】 

 

川嶋 健司 商品戦略本部長代理 商品戦略本部長代理 

 （兼）商品企画統括室長 （兼）商品企画統括部長 

 

《アライアンス企画室》 

 

原田 修治 アライアンス企画室長 営業企画本部ソリューション企画室長 

 

《商品事業マネジメント室》 

 

鈴木 孝典 商品事業マネジメント室長 商品企画統括部長代理 

 

【産業営業本部】 

 

《産業統括営業部》 

 

堀田 昌稔 ネットワーク営業部長 ネットワークソリューション営業部長 

 

《組立産業統括営業部》 

 

松本  謙 組立産業統括営業部長 組立産業統括営業部長 

 （兼）産業第一営業部長  

   

佐藤 賢司 産業第二営業部長 中部営業本部東海支社 

  産業ソリューション第一営業部長 

 

【流通・サービス営業本部】 

 

森崎 浩司 副本部長 流通・サービス・金融営業本部副本部長 

 （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 

 

《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・金融営業本部 

  流通・サービスビジネス推進統括部 

  流通・サービスビジネス推進部長 

 

《流通統括営業部》 

 

赤尾  昇 リテール営業部長 中部営業本部東海支社 

  流通・サービスソリューション 

  第一営業部長 
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《情報・サービス統括営業部》 

 

片山 聖貴 情報・サービス統括営業部長 東日本営業本部北海道支社 

 （兼）（富士通（株）） 産業・流通営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

梅野  光 サービス第一営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

  情報・サービス統括営業部 

  サービス営業部長 

   

花村 隆行 サービス第二営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

  ＬＡビジネス第二統括営業部 

  印刷・新聞営業部長 

 

《LA ビジネ第二統括営業部》 

 

勝木 浩之 LA ビジネス第二統括営業部長 中部営業本部東海支社長代理 

 

<ネットワーク営業部> 

 

衣笠 孝則 ネットワーク営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

  ネットワークソリューション営業部長 

 

【東日本営業本部】 

 

《北海道支社》 

 

佐藤  貢 北海道支社長 北海道支社長 

 （兼）ビジネスパートナー営業部長 （兼）パートナービジネス営業部長 

 （兼）産業・情報営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

山崎  毅 北海道支社長代理 北海道支社長代理 

 （兼）流通営業部長 （兼）ソリューション営業部長 

 

《東北支社》 

 

夏堀 隆善 東北支社長 東北支社長 

 （兼）ビジネスパートナー営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

千葉 政直 ヘルスケア営業部長 公共ソリューション営業部長 

 （兼）公共営業部長 （兼）ヘルスケア営業部長 

   

深澤  譲 福島支店長 ソリューション営業部長 

 （兼）（富士通（株））  
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【首都圏営業本部】 

 

《関越支社》 

 

大橋 孝一 産業・流通営業部長 産業・流通ソリューション営業部長 

   

北村 篤史 公共営業部長 栃木支店長 

  （兼）公共ソリューション営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

大坪 育夫 ネットワーク・金融営業部長 千葉支社ソリューション営業部長 

  （兼）関越支社 

  ネットワーク・金融ソリューション 

  営業部長 

   

横山 敏郎 栃木支店長 多摩支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）山梨支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

山花 伸二 群馬支店長 （富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

住田 拓司 多摩支店長 公共営業本部 

 （兼）山梨支店長 公共ソリューション統括営業部 

 （兼）（富士通（株）） 公共第二ソリューション営業部長 

 

《千葉支社》 

 

野田  徹 ビジネスパートナー営業部長 パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《神奈川支社》 

 

山口 敏雄 神奈川支社長 関越支社長代理 

 （兼）川崎支店長 （兼）パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）群馬支店長 

  （兼）（富士通（株））  

   

宮澤  卓 ビジネスパートナー営業部長 パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

渡辺 和彦 産業営業部長 産業ソリューション営業部長 

   

樋本幸一郎 流通営業部長 流通ソリューション営業部長 

   

小松 保雄 公共営業部長 公共ソリューション営業部長 
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矢野  潤 サービスビジネス営業部長 サービスビジネス営業本部 

  東京サービスビジネス統括部 

  神奈川サービスビジネス部長 

 

《長野支社》 

 

河合 奈美 ビジネスパートナー営業部長 パートナービジネス営業部長 

 

【中部営業本部】 

 

藤岡 潤治 中部営業本部長代理 首都圏営業本部長代理 

 （兼）東海支社長 （兼）神奈川支社長 

 （兼）産業第一営業部長 （兼）川崎支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《ビジネスパートナー統括営業部》 

 

塚田 武文 ビジネスパートナー統括営業部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） 関西・東海ビジネスパートナー 

  統括営業部長代理 

  （兼）東海営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《東海支社》 

 

大野 和彦 東海支社長代理 産業ソリューション第二営業部長 

 （兼）産業第二営業部長  

   

高橋 壮自 流通・サービス第一営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

  流通統括営業部リテール営業部長 

   

鈴木  剛 流通・サービス第二営業部長 流通・サービスソリューション 

  第二営業部長 

   

涌井  力 サービスビジネス営業部長 サービスビジネス営業本部 

  東京サービスビジネス統括部 

  第二サービスビジネス部長 

   

伊神 圭一 岐阜支店長 流通・サービスソリューション第一営業部 

 （兼）（富士通（株）） 担当課長 

 

《静岡支社》 

 

斎藤  繁 ビジネスパートナー営業部長 ソリューション営業部長 

 （兼）第一営業部長  

   

松本 宏明 第二営業部長 産業・流通営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
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《北陸支社》 

 

栗原 洋彰 ビジネスパートナー営業部長 静岡支社パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

山本 茂樹 産業・流通営業部長 産業・流通営業部担当部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

笹原 浩一 富山支店長 産業・流通営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）富山支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

【関西営業本部】 

 

岡本 尚也 関西営業本部長代理 ビジネスパートナー本部長代理 

 （兼）ビジネスパートナー統括営業部長 （兼）関西・東海ビジネスパートナー 

 （兼）（富士通（株）） 統括営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

市野  徹 関西営業本部長代理 （富士通（株）） 

 （兼）流通・サービス統括営業部長 （兼）西日本営業本部四国支社徳島支店長 

 

《ビジネスパートナー統括営業部》 

 

佐藤  完 第一営業部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） 関西・東海ビジネスパートナー統括営業部 

  関西第一営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

今本 鶴恒 第二営業部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） 関西・東海ビジネスパートナー統括営業部 

  関西第二営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《産業統括営業部》 

 

市原 秀一 産業統括営業部長 産業ソリューション統括営業部長 

 （兼）ネットワーク営業部長 （兼）ネットワークソリューション 

  営業部長 

  （兼）産業ソリューション営業部長 

   

冷水  学 産業営業部長 産業営業本部組立産業統括営業部 

  産業第二営業部長 

   

杉浦 紳司 企業営業部長 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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《流通・サービス統括営業部》 

 

上村 英二 流通営業部長 流通ソリューション統括営業部 

  流通ソリューション営業部長 

   

大岩 英文 情報・サービス営業部長 公共ソリューション統括営業部 

  公共ソリューション第二営業部長  

 

《公共・金融統括営業部》 

 

東  淳一 公共・金融統括営業部長 公共ソリューション統括営業部長 

   

金田 幸造 公共・金融統括営業部長代理 公共ソリューション統括営業部長代理 

   

窪田 博之 自治体・金融営業部長 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長 

   

宮田 淳司 文教営業部長 公共営業本部 

  官公庁ソリューション統括営業部 

  官公庁第三ソリューション営業部長 

 

【西日本営業本部】 

 

《中国支社》 

 

丹羽 英二 ビジネスパートナー営業部長 パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

川上耕一郎 産業営業部長 流通・サービス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）産業営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

石神 順一 流通・サービス営業部長 九州支社熊本支店担当部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

三宮 高彦 公共営業部長 ソリューション営業部長 

 

《四国支社》 

 

武井  深 四国支社長 四国支社長 

 （兼）ビジネスパートナー営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

加本 貴幸 産業・流通営業部長 産業・流通営業部長 

 （兼）徳島支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

北山 勝彦 高知支店長 パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
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《九州支社》 

 

原槇 清孝 ビジネスパートナー営業部長 パートナービジネス営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

吉岡 康之 流通・サービス営業部長 流通・サービス営業部担当課長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

霜野 良介 公共営業部長 ソリューションビジネス営業部長 

   

野上 浩幸 北九州支店長 熊本支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

下畑 幸人 熊本支店長 北九州支店長 

 （兼）（富士通（株））  

   

野田  孝 長崎支店長 鹿児島支店担当課長 

 （兼）（富士通（株））  

   

脇坂 博明 大分支店長 大分支店担当課長 

 （兼）（富士通（株））  

   

藤野 聖司 宮崎支店長 大分支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

【公共・金融営業本部】 

 

《公共・金融ビジネス推進統括部》 

 

橋本 英明 公共・金融ビジネス推進部長 公共営業本部公共ビジネス推進統括部 

  公共ビジネス推進部長 

 

《官公庁統括営業部》 

 

長内 雅彦 官公庁統括営業部長 公共営業本部 

 （兼）官公庁第一営業部長 官公庁ソリューション統括営業部 

  官公庁第一ソリューション営業部長 

   

大熊 靖夫 官公庁第二営業部長 公共営業本部 

  官公庁ソリューション統括営業部 

  官公庁第一ソリューション営業部 

  担当課長 

   

小野 勝幸 官公庁第三営業部長 公共営業本部 

  官公庁ソリューション統括営業部 

  官公庁第二ソリューション営業部長 
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《次世代公共統括営業部》 

 

福田 耕一 次世代公共統括営業部長 公共営業本部 

  官公庁ソリューション統括営業部長 

   

竹内建二郎 次世代公共第一営業部長 公共営業本部 

 （兼）次世代公共第二営業部長 官公庁ソリューション統括営業部 

  官公庁第四ソリューション営業部長 

   

戸谷  祐 次世代公共第三営業部長 公共営業本部 

  公共ソリューション統括営業部 

  公共第一ソリューション営業部長 

   

白石 和正 自治体・文教営業部長 公共営業本部 

  公共ソリューション統括営業部 

  自治体ソリューション営業部長 

 

《金融統括営業部》 

 

高木一東始 金融統括営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

 （兼）金融第一営業部長 金融統括営業部長 

  （兼）金融第一営業部長 

   

中田 直也 金融第二営業部長 流通・サービス・金融営業本部 

  金融統括営業部 

  金融第二営業部長 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 

冨田 昌次 ヘルスケア事業本部長 中部営業本部長代理 

  （兼）東海支社長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

樫尾 浩幸 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）ヘルスケアビジネス推進部長 （兼）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事業部長  

 

《ヘルスケアソリューション事業部》 

 

内村 吉伸 プロジェクト統括部長 ＳＩサービス本部 

 （兼）西日本システム部長 公共ソリューション統括部 

  プロジェクト統括部長 

   

内藤 智文 プロジェクト統括部長 ヘルスケアソリューション統括部 

 （兼）首都圏システム部長 第二ソリューション部長 

   

吉井 秀彦 ソリューションサポートセンター長 ヘルスケアソリューション統括部 

  ソリューションサポートセンター長 
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佐々木浩幸 東日本システム部長 ヘルスケアソリューション統括部 

  第一ソリューション部長 

 

《第二ヘルスケア統括営業部》 

 

鹿頭 栄作 ヘルスケア第一営業部長 東日本営業本部東北支社 

  ヘルスケア営業部担当部長 

 

以 上 


