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２０１２年６月２６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、6 月 26 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したので、お知

らせいたします。 

 

記 

 

I．組織変更骨子 

 

〔ソリューションビジネスグループ・フィールドサービスグループ〕 

グループ管理体制強化を目的とし、従来のソリューションサービスグループをソリューションビジネスグ

ループとフィールドサービスグループに分割する。 

 

1. ソリューションビジネスグループ 

アプリケーションＳＥとインフラＳＥの統合による更なる付加価値の提供を目指すため、従来のＳＩサ

ービス本部およびＩＣＴサービス本部のＳＥ部門、ソリューションサービス推進本部を統合・再編成し、

システム本部を新設する。 

また併せて、ソリューション事業本部を移管する。なお、従来の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移管の上、グループ直轄とする。 

 

2. フィールドサービスグループ 

フィールドサービスビジネスの活性化を図り、インフラサービスビジネスの更なる拡大を目指し、ＩＣ

Ｔサービス本部フィールドサービス部門と、サービスビジネス営業本部を統合し、フィールドサービス

ビジネス本部を新設する。 

また併せて、コンストラクション事業本部を移管する。 

 

II．組織変更概要 

 

1. 法務・コンプライアンス部 

法務機能の明確化を目的として、従来のコンプライアンス室を、法務・コンプライアンス部とする。 

 

2. ソリューションビジネスモデル推進室 

ＳＥ部門が、更なる専門性・強みを発揮することができる組織体制・仕組みの在り方を検討し、施策

の企画・推進を行うため、ソリューションビジネスモデル推進室を新設する。 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

1. 総務部 

役員秘書機能の強化を目的とし、従来の秘書課を昇格した上で、秘書室に改称する。 
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〔ソリューションビジネスグループ〕 

 

【システム本部】 

 
1. プロジェクトマネジメント推進室 

従来の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を移管する。 
 
2. システム業務統括部 

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を移管の上、システム業

務統括部に改称する。 

なお、従来の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計画部、ソリューションサ
ービス業務部はシステム業務統括部システム計画部、システム業務部に改称する。 
 

3. ＳＩビジネス推進統括部、公共ソリューション統括部、東日本システム統括部、西日本システム統括部、
ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ（アズサービス）事業部、プロフェッショナルサービス統括部、ＩＴソリューシ
ョン統括部、東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター  
従来のＳＩサービス本部ＳＩビジネス推進統括部、公共ソリューション統括部、東日本システム統括
部、西日本システム統括部、ＩＣＴサービス本部ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部、プロフェッショナルサ
ービス統括部、ＩＴソリューション統括部、東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンターを移管する。 

 
4. 西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター 

従来のＩＣＴサービス本部西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンターを移管の上、地域窓口の一本
化を目的とし、第三サポート部を西日本システム統括部九州・中四国システム部に移管・統合する。 

 
5. ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ運用センター 

従来のＩＣＴサービス本部ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ運用センターを移管の上、従来のヘルプデスクサービ
ス部をサービスデスク部に改称する。 

 

〔フィールドサービスグループ〕 

 

【フィールドサービスビジネス本部】 

 

従来のサービスビジネス営業本部ビジネス支援統括部、東京サービスビジネス統括部、関西サービスビジ

ネス統括部およびＩＣＴサービス本部フィールド支援統括部、東京フィールドサービス統括部、東日本フ

ィールドサービス統括部、西日本フィールドサービス統括部を移管する。 

 

〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 
1. ビジネスイノベーション推進室 
従来のビジネスプロセス開発室をビジネスイノベーション推進室に改称する。 

 
【ビジネスパートナー本部】 

 
1. ビジネス推進統括部 
地域・パートナービジネス強化のため、従来のビジネス推進部をビジネスパートナー推進部に改称する。 

 
2. ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進統括部 
ＡＺＳＥＲＶＩＣＥのさらなる拡販を目的とし、従来のサービスビジネス推進統括部をＡＺＳＥＲＶＩ
ＣＥ推進統括部に改称する。 

(1) ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ企画部 
ＡＺＳＥＲＶＩＣＥの拡販施策立案およびプロモーションの企画・実施強化のため、従来のサービ
ス・クラウド企画部をＡＺＳＥＲＶＩＣＥ企画部に改称する。 

(2) ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進部 
ＡＺＳＥＲＶＩＣＥの拡販推進強化のため、従来のサービスソリューション推進部をＡＺＳＥＲＶＩ
ＣＥ推進部に改称する。 
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3. ニュービジネス推進統括部 
富士通とのサービスビジネス関連の調整・窓口機能を担い、パートナー支援プログラムの企画・推進機
能の強化を図るため、従来のニュービジネス推進室をニュービジネス推進統括部に改称した上で、サー
ビス・クラウド推進部を新設する。 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 
1. 首都圏ヘルスケア統括営業部、関西ヘルスケア統括営業部 

担当地域の明確化を図るため、従来の第一ヘルスケア統括営業部ヘルスケア第一営業部、ヘルスケア第

二営業部、第二ヘルスケア統括営業部ヘルスケア第一営業部、ヘルスケア第二営業部をそれぞれ、首都

圏ヘルスケア統括営業部第一営業部、第二営業部、関西ヘルスケア統括営業部第一営業部、第二営業部

に改称する。 

 

【グローバルビジネス推進室】 

 対象となる活動範囲の拡大に伴い、従来の中国ビジネス推進室をグローバルビジネス推進室に改称する。 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

1．役員、顧問人事 

 

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 

 フィールド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）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 

   

飯島
いいじま

健太郎
け ん たろ う

 取締役兼執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 コーポレートグループ長 コーポレートグループ長 

 （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）事業推進本部長 （兼）事業推進本部長 

 （兼）ソリューションビジネスモデル （兼）コンプライアンス室副室長 

    推進室副室長 （兼）社長室担当 

 （兼）社長室担当  

 （兼）法務・コンプライアンス部担当  

   

水野
み ず の

 太郎
た ろ う

 取締役兼執行役員常務 執行役員常務 

 ソリューションビジネスグループ長 ソリューションサービスグループ 

 （兼）商品戦略本部長 副グループ長 

 （兼）システム本部長 （兼）商品戦略本部長 

 （兼）ソリューションビジネスモデル  

 推進室長  

   

大津
お お つ

 洋二
よ う じ

 執行役員常務 執行役員 

 営業グループ副グループ長 東日本営業本部長 

 （兼）営業推進本部長  

   

吉
よし

川
かわ

 龍
たつ

彦
ひこ

 執行役員 執行役員 

 商品戦略本部副本部長 営業グループ長補佐 
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山
やま

瀬
せ

 雅
まさ

彦
ひこ

 執行役員 執行役員 

 第一特定ソリューション統括部長 ソリューションサービス推進本部 

  副本部長 

  （兼）第一特定ソリューション統括部長 

   

木村
き む ら

 清
きよ

孝
たか

 執行役員 執行役員 

 経営戦略本部長 経営戦略本部長 

 （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）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）グローバルビジネス推進室担当 （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 

 第二特定ソリューション統括部長 ソリューションサービス推進本部 

  副本部長 

  （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 

   

藁科
わらしな

 義弘
よしひろ

 執行役員 執行役員 

 東日本営業本部長 営業推進本部副本部長 

  （兼）コンプライアンス室副室長 

   

坂井
さ か い

  満
みつる

 執行役員 （富士通（株）） 

 営業推進本部副本部長  

   

中馬
ちゅうま

 勝人
かつひと

 特命顧問 執行役員 

 西日本担当 営業グループ副グループ長 

   

佐
さ

藤
とう

  彰
あきら

 顧問  

 （株）富士通マーケティング・オフィス 執行役員常務 

 サービス代表取締役社長 営業グループ副グループ長 

 （6 月 26 日付就任予定） （兼）営業推進本部長 

 

2．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《法務・コンプライアンス部》 

 

小林 俊彦 法務・コンプライアンス部長 コンプライアンス室長代理 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

【事業推進本部】 

 

河野  進 副本部長 経理部長 

 （兼）経理部長 （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 

 （兼）経営戦略本部副本部長  
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《総務部》 

 

松本 尚子 秘書室長 秘書課長 

 

《人事部》 

 

萩原  淳 人事部長代理 人材開発部長 

 （兼）キャリアイノベーション推進室長  

 

《人材開発部》 

 

神長 雄次 人材開発部長 人事部長代理 

  （兼）キャリアイノベーション推進室長 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

 

【システム本部】 

 

河辺 康雄 システム本部長代理 ＳＩサービス本部長 

 （兼）ＳＩビジネス推進統括部長 （兼）ＳＩビジネス推進統括部長 

   

秋葉 久夫 システム本部長代理 ＩＣＴサービス本部長代理 

 （兼）ＩＴソリューション統括部長 （兼）ＩＴソリューション統括部長 

   

山口 克美 システム本部長代理 ＳＩサービス本部長代理 

 （兼）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 

   

坪田 伸次 システム本部長代理 （（株）富士通システムズ・イースト） 

 

《システム業務統括部》 

 

友国 博之 システム業務統括部長 ソリューションサービス推進本部 

 （兼）フィールドサービスビジネス本部 ソリューションサービス業務統括部長 

 ビジネス支援統括部主席部長 （兼）ソリューションサービス計画部長 

   

吉田 孝志 システム業務統括部長代理 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 

  統括部長代理 

   

朝原  啓 システム計画部長 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計画部担当部長 

   

平河 宏史 システム業務部長 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業務部長 
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《ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部》 

 

村松 直岐 ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部長 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 

 

《東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター》 

 

松本 匡邦 東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポート ＩＣＴサービス本部 

 センター長 東日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポート 

 （兼）第一サポート部長 センター長 

 （兼）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部 （兼）第一サポート部長 

    プロジェクト統括部長 （兼）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部 

  プロジェクト統括部長 

 

《西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポートセンター》 

 

坊内  誠 西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポート ＩＣＴサービス本部 

 センター長 西日本ＡＺＳＥＲＶＩＣＥサポート 

 （兼）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部 センター長 

 プロジェクト統括部長 （兼）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ事業部 

     プロジェクト統括部長 

 

《ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ運用センター》 

 

永田 智幸 サービスデスク部長 ＩＣＴサービス本部 

  ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ運用センター 

  ヘルプデスクサービス部長 

 

【ソリューション事業本部】 

 

《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推進統括部長 

 （兼）システム本部 （兼）ソリューションサービス推進本部 

    システム業務統括部長代理 ソリューションサービス業務 

 （兼）（富士通（株）） 統括部主席部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

〔フィールドサービスグループ〕 

 

【フィールドサービスビジネス本部】 

 

榊田  司 フィールドサービスビジネス本部長 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 

   

酒巻  博 フィールドサービスビジネス本部長代理 ＩＣＴサービス本部長代理 

 （兼）フィールド支援統括部長 （兼）フィールド支援統括部長 

 （兼）フィールド支援統括部品質技術部長  
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鈴木 厚志 フィールドサービスビジネス本部長代理 サービスビジネス営業本部長代理 

   

 

〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 

《ビジネスイノベーション推進室》 

 

土屋 政紀 ビジネスイノベーション推進室長 ビジネスプロセス開発室長 

  （兼）経営戦略本部経営企画統括部長代理 

 

【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）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進統括部長 （兼）サービスビジネス推進統括部長 

 

《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）ビジネスパートナー推進部長 （兼）ビジネス推進部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《マーケティングセンター》 

 

松江 武之 マーケティングセンター長代理 関西営業本部長付 

 

《ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進統括部》 

 

菊地  徹 ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ企画部長 サービスビジネス推進統括部 

 （兼）ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進部長 サービス・クラウド企画部長 

  （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統括部》 

 

塩見 秀樹 ニュービジネス推進統括部長 ニュービジネス推進室長 

 （兼）サービス・クラウド推進部長  

 

【産業営業本部】 

 

《組立産業統括営業部》 

 

永井 経晴 産業第一営業部長 担当部長 

 

【首都圏営業本部】 

 

江馬  敏 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）副本部長  

 

 

 



株式会社富士通マーケティング 
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《関越支社》 

 

鶴牧王大児 ビジネスパートナー営業部長 （富士通（株）） 

 

《千葉支社》 

 

滝澤  徹 産業・流通営業部長 産業・流通営業部担当課長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

【西日本営業本部】 

 

田上 正史 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）副本部長 （兼）中国支社島根支店長 

 

《中国支社》 

 

大川  泰 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）島根支店長 （兼）鳥取支店長 

   

城谷 和成 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）鳥取支店長  

 

【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）首都圏ヘルスケア統括営業部長 （兼）第一ヘルスケア統括営業部長 

 

《首都圏ヘルスケア統括営業部》 

 

多田  浩 第一営業部長 第一ヘルスケア統括営業部 

  ヘルスケア第一営業部長 

   

風間 一人 第二営業部長 第一ヘルスケア統括営業部 

  ヘルスケア第二営業部長 

 

《関西ヘルスケア統括営業部》 

 

佐藤  太 関西ヘルスケア統括営業部長 第二ヘルスケア統括営業部長 

 （兼）第二営業部長 （兼）ヘルスケア第二営業部長 

   

鹿頭 栄作 第一営業部長 第二ヘルスケア統括営業部 

  ヘルスケア第一営業部長 

 

【グローバルビジネス推進室】 

 

奥山  博 グローバルビジネス推進室長 中国ビジネス推進室長 

 

 

以 上 


