
 

1 

２０１２年９月２８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、10 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 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

1. 第三特定ソリューション統括部 

特定プロジェクトの早期終結に向けた、QCD（品質、コスト、納期）の向上と指揮命令系統の明確化

を図るため、第三特定ソリューション統括部を新設し、ソリューションビジネスグループ直轄とする。 

 

【システム本部】 

1. システム業務統括部 
SE のプロフィット化を推進するため、ＳＥプロフィット化推進室を新設する。 
また、従来の SI ビジネス推進統括部から、フィールド SE 部門の共通事項を担務する開発センターを

移管し、SI ビジネス推進統括部およびクラウドサービス推進部を廃止する。 

 

2. 公共ソリューション統括部 

組織担務の明確化を目的とし、従来の公共第一ソリューション部、公共第二ソリューション部を、自

治体・文教第一ソリューション部、自治体・文教第二ソリューション部に改称する。 

 また、官公庁市場におけるさらなる役務ビジネス拡大に向け、従来の公共 ICT ソリューション部を分

割し、官公庁第一ソリューション部、官公庁第二ソリューション部とする。 

さらに、金融市場の担務の明確化を目的とし、東日本システム統括部第一システム部の金融グループ

を移管の上、金融ソリューション部を新設する。 

 

3. AZSERVICE（アズサービス）事業部 

  サービス企画開発部門の統合を目的とし、従来の AZSERVICE 運用センターIT 用心棒サービス部を

AZSERVICE 事業部へ移管する。 

 

4. 第一 ICT ソリューション統括部 

ネットワーク技術を含む専門に特化した共通技術の集約を行い、従来のプロフェッショナルサービス

統括部を第一 ICT ソリューション統括部に改称し、従来の IT ソリューション統括部ネットワークソリ

ューション部を第一 ICT ソリューション統括部に移管する。 

 

5. 第二 ICT ソリューション統括部 

関東地区におけるサーバー系インフラ構築技術を有する組織を統合し、従来の東日本 AZSERVICE

サポートセンターを、第二 ICT ソリューション統括部に改称する。 

また、従来の IT ソリューション統括部 ICT ソリューション部を第二 ICT ソリューション統括部に移

管の上、第一サポート部に改称し、IT ソリューション統括部は廃止する。
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また併せて、従来の東日本 AZSERVICE サポートセンター第一サポート部を第三サポート部に改称

する。 

 

6. 第三 ICT ソリューション統括部 

関西地区におけるサーバー系インフラ構築技術を有する組織を統合し、従来の西日本 AZSERVICE サ

ポートセンターを、第三 ICT ソリューション統括部に改称する。 

 

7. アウトソーシングサービスセンター 

組織担務の明確化を目的とし、AZSERVICE 運用センターを、アウトソーシングサービスセンターに

改称する。 

 

【ソリューション事業本部】 

1. 新規ビジネス開発室 
更なるビジネス拡大に向けた新規ソリューション開拓機能の強化を目的とし、従来のソリューション

ビジネス推進統括部ビジネス企画部を新規ビジネス開発室に改称し、本部直轄とする。 
 
2. GLOVIA（グロービア）事業部 

従来の GLOVIA SUMMIT 事業部を、GLOVIA 事業部に改称し、各事業部で活動していた GLOVIA 
SUMMIT（グロービア サミット）／smart 会計・人事給与商品の開発・サポート・拡販機能を集約す
る。GLOVIA 事業部には、従来の GLOVIA smart 事業部共通業務ソリューション部を移管・統合再編
し、新たに会計ビジネス部、人事給与ビジネス部、適用ビジネス部、開発部を置く。 

 
3. GLOVIA smart（グロービア スマート）事業部 

GLOVIA smart 業種ソリューションの拡販機能強化に向け、従来の業種ソリューション部を、製造ソ

リューション部、流通ソリューション部に分割する。 

 
4. GLOVIA smart きらら事業部 

従来の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、共通業務ソリューション

部、業種ソリューション部に改称する。 

 

〔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】 

1. ビジネス支援統括部 
業務効率化を目的とし、従来のビジネス支援統括部営業管理部、フィールド支援統括部企画管理部を

業務管理部に統合する。 
 
2. 東京サービスビジネス営業統括部 

担務明確化を目的とし、従来の東京サービスビジネス統括部を東京サービスビジネス営業統括部に改
称する。 
また、ビジネス拡大と管理強化を図るため、第三サービスビジネス部を新設する。 
 

3. 関西サービスビジネス営業統括部 
担務明確化を目的とし、従来の関西サービスビジネス統括部を関西サービスビジネス営業統括部に改

称する。 
 
4. LCM 統括部 

フィールドサービスビジネス本部の LCM ビジネス強化を目的とし、従来の東京フィールドサービス
統括部の機能を分割し、役務ビジネスやフィールドサポートおよび IT 構築運用ビジネスを担務とする
LCM 統括部を新設する。 
これに伴い、従来の東京サービスビジネス統括部第一サービスビジネス部幕張サービスビジネス課、

東京フィールドサービス統括部幕張サービス部、POS・金融コールセンターを移管する。また、従来の
東京フィールドサービス統括部展開サービス部を移管の上、展開構築サービス部に改称する。 
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〔営業グループ〕 
 

【営業推進本部】 

1. マーケティング戦略推進統括室 
公共系を含めた全社マーケティング機能の強化を目的とし、従来のビジネスパートナー本部マーケテ

ィングセンターマーケティング戦略推進部を移管の上、マーケティング戦略推進統括室に改称する。 
 
2. 自律改善推進室 

企業風土改革の一環とし、営業活動の更なる改善活動を推進することを目的に、自律改善推進室を新
設する。 

 
【ビジネスパートナー本部】 

1. 業務支援統括室 
パートナービジネスに関するマネジメント機能の一元化を目的に、営業推進本部事業推進統括室なら

びにビジネスパートナー本部ビジネス推進統括部の一部機能を集約し、業務支援統括室を新設する。 
 

【流通・サービス営業本部】 

1. 営業支援部 
商品軸による業種ビジネスのさらなる体制強化を目的とし、従来の流通・サービスビジネス推進部を

ビジネスパートナー本部ソリューションマーケティング推進統括部業種ソリューション部に移管・統合
する。これに伴い、従来の流通・サービスビジネス推進統括部を廃止の上、営業支援部を本部直轄とす
る。 

 

【東日本営業本部】 

1. 東北支社 
福島地区民需市場の営業体制強化と効率化を図るため、従来の福島支店郡山営業所を郡山支店とし、

いわき営業所を移管する。 
 

【関西営業本部】 

1. 流通・サービス統括営業部 
担務明確化を目的とし、従来の流通営業部、情報・サービス営業部を食品・卸営業部、運輸・小売・

サービス営業部に改称する。 
 

【ヘルスケア事業本部】 

1. 首都圏ヘルスケア統括営業部 

新規ビジネス拡大を目的とし、従来のヘルスケアソリューション事業部ソリューションサポートセン

ターを移管し、第三営業部に改称する。 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

1．役員、顧問人事 

 

中西
なかにし

 英夫
ひ で お

 執行役員 執行役員 

 営業グループ副グループ長 ビジネスパートナー本部長 

  （兼）営業グループ副グループ長 

   

堀口
ほりぐち

 康之
やすゆき

 執行役員 執行役員 

 ビジネスパートナー本部長 西日本営業本部長 

   

坂井
さ か い

  満
みつる

 執行役員 執行役員 

 営業推進本部副本部長 営業推進本部副本部長 

 （兼）自律改善推進室長 （兼）ビジネスイノベーション推進室長 

 （兼）ビジネスイノベーション推進室長  
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中
ちゅう

馬
ま

 勝
かつ

人
ひと

 特命顧問 特命顧問 

 西日本営業本部長 西日本担当 

 

2．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

《SI アシュアランス室》 

 

戌丸 泰央 SI アシュアランス室長代理 SI アシュアランス室員 

 

【事業推進本部】 

 

《経理部》 

 

上村  勉 経理部長代理 担当部長 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

 

【システム本部】 

 

秋葉 久夫 システム本部長代理 システム本部長代理 

 （兼）フィールドサービスビジネス （兼）ＩＴソリューション統括部長 

 本部長代理  

   

坪田 伸次 システム本部長代理 システム本部長代理 

 （兼）第三特定ソリューション統括部長  

 

《システム業務統括部》 

 

吉田 孝志 システム業務統括部長代理 システム業務統括部長代理 

 （兼）SE プロフィット化推進室長  

   

野田 純一 プロジェクト統括部長 SI ビジネス推進統括部 

 （兼）開発センター長 プロジェクト統括部長 

  （兼）開発センター長 

 

《公共ソリューション統括部》 

 

長屋 達雄 公共ソリューション統括部長 プロジェクト統括部長 

  （兼）公共第一ソリューション部長 

   

田代 克彦 自治体・文教第一ソリューション部長 公共第二ソリューション部 

  プロジェクト部長 

   

福田 隆彦 自治体・文教第二ソリューション部長 公共第二ソリューション部長 
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福永 哲也 官公庁第一ソリューション部長 SI ビジネス推進統括部 

  クラウドサービス推進部長 

  （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 

   

池田 和規 官公庁第二ソリューション部長 公共 ICT ソリューション部 

  プロジェクト部長 

   

妻谷 洋志 金融ソリューション部長 東日本システム統括部 

  プロジェクト部長 

 

《AZSERVICE 事業部》 

 

宮本  隆 IT 用心棒サービス部長 AZSERVICE 運用センター 

  IT 用心棒サービス部長 

 

《第一 ICT ソリューション統括部》 

 

松本 匡邦 第一 ICT ソリューション統括部長 東日本 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）第一サポート部長 

  （兼）AZSERVICE 事業部 

  プロジェクト統括部長 

   

横田  彰 プロジェクト統括部長 ＩＴソリューション統括部 

  プロジェクト統括部長 

   

篠田 慶典 ネットワークソリューション部長 ＩＴ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 

 

《第二 ICT ソリューション統括部》 

 

佐藤 進一 第二 ICT ソリューション統括部長 IT ソリューション統括部 

 （兼）AZSERVICE 事業部 ICT ソリューション部長 

 プロジェクト統括部長  

   

松下 昌弘 第一サポート部長 IT ソリューション統括部 

  ICT ソリューション部 

  プロジェクト課長 

   

柴田 英樹 第三サポート部長 東日本 AZSERVICE サポートセンター 

  第一サポート部プロジェクト部長 

 

《第三 ICT ソリューション統括部》 

 

坊内  誠 第三 ICT ソリューション統括部長 西日本 AZSERVICE サポートセンター長 

 （兼）AZSERVICE 事業部 （兼）AZSERVICE 事業部 

 プロジェクト統括部長 プロジェクト統括部長 

 

 



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

6 

《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 AZSERVICE 運用センター長 

 （兼）AZSERVICE 事業部 （兼）AZSERVICE 事業部 

 プロジェクト統括部長 プロジェクト統括部長 

  （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 AZSERVICE 運用センター 

  プロジェクト統括部長 

 

【ソリューション事業本部】 

 

任  松宰 プロジェクト統括部長 ソリューションビジネス推進統括部 

  プロジェクト統括部長 

 

  <新規ビジネス開発室> 

 

神谷  靖 新規ビジネス開発室長 ソリューションビジネス推進統括部 

  ビジネス企画部長 

 

《GLOVIA 事業部》 

 

今西  誠 GLOVIA 事業部長 GLOVIA SUMMIT 事業部長 

   

山下  元 プロジェクト統括部長 GLOVIA SUMMIT 事業部 

  プロジェクト統括部長 

   

石川 博章 会計ビジネス部長 GLOVIA smart 事業部 

  共通業務ソリューション部長 

   

古瀬 健二 人事給与ビジネス部長 GLOVIA smart 事業部 

  共通業務ソリューション部 

  プロジェクト部長 

   

木村  修 適用ビジネス部長 GLOVIA SUMMIT 事業部 

  SUMMIT 適用技術部長 

   

西山 正博 開発部長 GLOVIA SUMMIT 事業部 

  SUMMIT ソリューション部長 

 

《GLOVIA smart 事業部》 

 

渥美 直幸 プロジェクト統括部長 業種ソリューション部長 

 （兼）製造ソリューション部長  

 （兼）流通ソリューション部長  
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《GLOVIA smart きらら事業部》 

 

古澤 正仁 プロジェクト統括部長 GLOVIA smart 事業部 

  プロジェクト統括部長 

   

柏木 高歩 共通業務ソリューション部長 きらら共通業務ソリューション部長 

   

種池 一雅 業種ソリューション部長 きらら業種ソリューション部長 

 

〔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】 

 

《ビジネス支援統括部》 

 

山田 一夫 業務管理部長 フィールド支援統括部企画管理部 

  担当部長 

 

《フィールド支援統括部》 

 

中島 洋志 フィールド支援統括部長 フィールド支援統括部長代理 

 （兼）東日本業務センター長 （兼）企画管理部長 

   

米田 彰洋 品質技術部長 西日本フィールドサービス統括部 

  関西カストマサービス部長 

 

《東京サービスビジネス営業統括部》 

 

酒巻 周一 東京サービスビジネス営業統括部長 東京サービスビジネス統括部長 

 （兼）第三サービスビジネス部長  

   

松尾 宏雄 プロジェクト統括部長 東京サービスビジネス統括部 

  プロジェクト統括部長 

 

《関西サービスビジネス営業統括部》 

 

上峠 武良 関西サービスビジネス営業統括部長 関西サービスビジネス統括部長 

 

《LCM 統括部》 

 

佐藤 幸一 LCM 統括部長 東日本フィールドサービス統括部長 

 （兼）POS・金融コールセンター長  

   

長野 隆一 幕張サービス部長 東京フィールドサービス統括部 

  幕張サービス部長 

   

田原 和彦 展開構築サービス部長 東京フィールドサービス統括部 

  展開サービス部長 
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《東京フィールドサービス統括部》 

 

高橋 幸喜 東京フィールドサービス統括部長 東京西カストマサービス部長 

 （兼）東京東カストマサービス部長  

   

中川  朗 東京西カストマサービス部長 東京東カストマサービス部長 

 

《東日本フィールドサービス統括部》 

 

永沼 光広 東日本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 

  （兼）フィールド支援統括部 

  東日本業務センター長 

   

中田伊三夫 神奈川カストマサービス部長 神奈川カストマサービス部 

  横浜カストマサービス課長 

 

《西日本フィールドサービス統括部》 

 

黒澤 雅人 関西カストマサービス部長 東日本フィールドサービス統括部 

  神奈川カストマサービス部長 

 

〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 

原田 克巳 副本部長 副本部長 

 （兼）事業推進統括室長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《事業推進統括室》 

 

渡辺 一永 事業推進統括室長代理 （富士通（株））  

 

《マーケティング戦略推進統括室》 

 

武田 淳一 マーケティング戦略推進統括室長 プロダクト販売推進統括部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）ビジネス計画部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《プロダクト販売推進統括部》 

 

水谷 修造 プロダクト販売推進統括部長 （富士通（株）） 

 （兼）ビジネス計画部長  

 （兼）プラットフォームビジネス推進部長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《自律改善推進室》 

 

川口  聡 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）自律改善推進室長代理  
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【ビジネスパートナー本部】 

 

《業務支援統括室長》 

 

阿部 康雄 業務支援統括室長 営業推進本部事業推進統括室長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《ソリューションマーケティング推進統括部》 

 

平山 克朗 ソリューションマーケティング推進 ソリューションマーケティング推進 

 統括部長 統括部長 

 （兼）業務ソリューション推進部長  

   

森田 浩司 ソリューションマーケティング推進 業種ソリューション推進部長 

 統括部長代理  

   

石橋 千幸 業種ソリューション推進部長 流通・サービス営業本部 

  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 

 

《AZSERVICE 推進統括部》 

 

菊地  徹 AZSERVICE 推進統括部長 AZSERVICE 企画部長 

 （兼）AZSERVICE 推進部長 （兼）AZSERVICE 推進部長 

   

小野田裕彦 AZSERVICE 企画部長 AZSERVICE 企画部担当部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《ニュービジネス推進統括部》 

 

平江 敬三 ニュービジネス推進統括部長代理 （富士通（株）） 

 （兼）サービス・クラウド推進部長  

 

【産業営業本部】 

 

《産業ビジネス推進統括部》 

 

山田 隆弘 産業ビジネス推進統括部長 東日本営業本部東北支社長代理 

 

【東日本営業本部】 

 

《東北支社》 

 

津田 勝広 産業・情報営業部長 産業・情報営業部担当部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

山内  貢 流通営業部長 産業・情報営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
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松本 和彦 岩手支店長 岩手支店長 

 （兼）青森支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）秋田支店長  

 （兼）（富士通（株））  

   

深澤  譲 郡山支店長 福島支店長 

 （兼）福島支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

【首都圏営業本部】 

 

《関越支社》 

 

菊池 邦彦 関越支社長 関越支社長代理 

 （兼）（富士通（株））  

 

【中部営業本部】 

 

熊谷  聡 中部営業本部長代理 静岡支社長 

 （兼）静岡支社長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《ビジネスパートナー統括営業部》 

 

三浦  靖 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）） マーケティングセンター長代理 

  （兼）マーケティング戦略推進部長 

 

《東海支社》 

 

大野 和彦 東海支社長代理 東海支社長代理 

 （兼）産業第一営業部長 （兼）産業第二営業部長 

   

椎葉 弘樹 産業第二営業部長 産業第二営業部担当課長 

 

《北陸支社》 

 

塚田 武文 北陸支社長 ビジネスパートナー統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

【関西営業本部】 

 

《流通・サービス統括営業部》 

 

前田 隆之 食品・卸営業部長 流通営業部担当課長 

   

大岩 英文 運輸・小売・サービス営業部長 情報・サービス営業部長 
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【西日本営業本部】 

 

《中国支社》 

 

立分 宏幸 ビジネスパートナー営業部長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） ソリューションマーケティング推進 

  統括部 

  業務ソリューション推進部長 

   

井手口 敏 岡山支店長 九州支社産業営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《九州支社》 

 

桐明 建王 九州支社長 九州支社長 

 （兼）産業営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

【公共・金融営業本部】 

 

《官公庁統括営業部》 

 

西川 紀久 官公庁第二営業部長 官公庁第二営業部担当課長 

   

大熊 靖夫 官公庁第三営業部長 官公庁第二営業部長 

 

《金融統括営業部》 

 

渡邊 智浩 金融第一営業部長 金融第一営業部担当部長 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 

《首都圏ヘルスケア統括営業部》 

 

吉井 秀彦 第三営業部長 ヘルスケアソリューション事業部 

  ソリューションサポートセンター長 

 

 

以 上 


