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２０１３年３月２９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 

 

1. SI アシュアランス室 

商談獲得からアフタープロジェクトまで一貫してプロジェクト監視を行うことを目的とし、従来のシ

ステム本部プロジェクトマネジメント推進室を SI アシュアランス室に統合する。 

 

〔経営戦略グループ〕 

 

【経営戦略本部】 

1. 経営企画統括部 

業務効率化を目的とし、従来の構造改革推進室を経営企画統括部に統合する。 

 

〔経営戦略グループ〕 

 
1. 経営情報システム推進室 

技術力の集積と一層の効率化を図り、第一・第二情報システム部における業務システム企画／開発機
能と運用機能を分離し、FJM ネットワークインフォメーションセンターにおける IT 基盤運用機能を統
合して IT 基盤サービス部を新設する。 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

【事業推進本部】 

1. 地域事業管理部 

地域の管理機能および営業支援機能の効率化・統制強化を目的とし、各地域営業本部の管理部および

営業支援部を集約して、地域事業管理部を新設し、東日本管理部、首都圏管理部、中部管理部、関西管

理部、西日本管理部を置く。 

 

【BPR 推進本部】 

さらなる事務効率改善を通じたフロント強化、組織間の重複機能の見直し・適正化、コストダウン等

を目的として、BPR 推進本部を新設する。また、基幹再構築業務全般の掌握・共同プロジェクト推進を

図るため、従来の経営戦略本部基幹再構築プロジェクト室を移管する。 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

プロジェクトの終結により、従来の第二特定ソリューション統括部を廃止する。 

併せて、第一特定ソリューション統括部を特定ソリューション統括部に改称する｡ 
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【システム本部】 

1. システム業務統括部 

業務効率化を目的とし、従来のシステム計画部、システム業務部、SE プロフィット化推進室を SE 業

務管理部、SE 構造改革推進室に再編する。 

また、従来の開発センターを NetSuite 技術支援機能に特化した上で NetSuite ソリューション部に改

称する。 

 

2. 公共ソリューション統括部 

従来の金融ソリューション部にシステム業務統括部開発センターより個別開発機能を移管の上、金

融・公団体ソリューション部に改称する。 

 

3. 物流ソリューション統括部 

  既存プロジェクトの継続遂行に加えて、レンタル業を中心とした物流市場のビジネス拡大を推進する

ことを目的とし、従来の第三特定ソリューション統括部を移管の上、物流ソリューション統括部に改称

する。 

 

4. 東日本システム統括部 

従来の第一システム部、第二システム部の WebAS（ウェブエーエス）リテイル開発リソースおよび

神奈川・関東システム部を（株）富士通システムズ・イーストに移管し、従来の第二システム部を第一

システム部に改称する。 

また、特定ソリューション統括部のプロジェクト支援を目的に、第二システム部を新設する。 

 

【ソリューション事業本部】 

1. GLOVIA（グロービア）事業部 
中小から準大手までの市場を一貫して対応することによる相乗効果の最大化を図り、きらら会計・人

事給与ビジネスの早期立ち上げの実現を目的に、きらら会計・人事給与ビジネス部を、GLOVIA 事業部
に移管する。 

 
〔営業グループ〕 
 

【営業推進本部】 

1. 事業推進統括部 
営業現場へのサポート品質の向上を目的とし、従来の事業推進統括室および営業支援統括部を統合・

再編し、事業推進統括部とする。事業推進統括部には、事業推進部を新設し、従来の営業支援統括部営
業支援部、制度企画部を移管する。 

 
2. プロダクト・サービス販売推進統括部 

富士通のプロダクト／サービス製品の事業管理機能の集約を目的として、従来のプロダクト販売推進
統括部をプロダクト・サービス販売推進統括部に改称の上、従来のビジネスパートナー本部ニュービジ
ネス推進統括部サービス・クラウド推進部を移管する。 

 
【ビジネスパートナー本部】 

1. ビジネス推進統括部 
組織機能の更なる効率化を図るため、従来のビジネスパートナー推進部、フィールドプロモーション

推進部をビジネスプロモーション推進部に統合する。 
また、施策浸透のスピードアップ・徹底、プロモーション品質の向上と均一化を目的とし、各地域営

業本部のパートナー拡販系支援機能を集約し、北海道 BP 推進部、東北 BP 推進部、首都圏 BP 推進部、
中部 BP 推進部、関西 BP 推進部、中国四国 BP 推進部、九州 BP 推進部を置く。 
また、直販およびパートナービジネスにおける営業力強化を目的とし、従来の営業推進本部ビジネス

イノベーション推進室を移管し、ビジネスイノベーション推進部とする。 
 

【産業営業本部】 

東京市場拡大への取組み強化を図るため、再編成する。 
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1. 産業第一統括営業部・産業第二統括営業部 
準大手・中堅市場を細業種軸で深堀することを目的として、従来の産業統括営業部を産業第一統括営

業部と産業第二統括営業部に再編し、産業第二統括営業部に住建産業営業部を置く。併せて、従来の組
立産業統括営業部産業第一営業部を移管する。 
また、従来の産業第一営業部、産業第二営業部を、産業第一統括営業部組立産業営業部、装置産業営

業部に再編する。 
 
2. LA ビジネス第一統括営業部、LA ビジネス第二統括営業部 

大手グループ企業攻略を目的とし、従来の組立産業統括営業部 産業第二営業部、プロセス産業統括
営業部 産業第一営業部、産業第二営業部を、LA ビジネス第一統括営業部 石油・エネルギー営業部、
LA ビジネス第二統括営業部組立装置産業営業部に再編する。 

 

【流通・サービス営業本部】 

現在顧客市場規模別に分かれている組織を、業種別に再編する。 

 
1. 流通ビジネス推進統括部 

流通マーケット情報の共有と細業種戦略を策定することを目的とし、流通ビジネス推進統括部、流通
ビジネス推進部を新設する。これに伴い、従来の営業支援部を移管する。 

 
2. 流通統括営業部 

従来の LA ビジネス第二統括営業部食品・外食営業部を移管し、食品営業部に改称する。 
 
3. 小売ビジネス統括営業部 

従来の LA ビジネス第二統括営業部を小売ビジネス統括営業部に改称し、併せて小売・専門店営業部
を小売ビジネス第一営業部に改称する。 
また、流通統括営業部リテール営業部を移管の上、小売ビジネス第二営業部に改称する。 

 
4. 情報・サービス統括営業部 

担務明確化を目的とし、従来のサービス第一営業部、サービス第二営業部をサービス営業部、メディ
ア営業部に改称する。 

 
5. LA ビジネス統括営業部 

従来の LA ビジネス第一統括営業部小売第一営業部、小売第二営業部を、LA ビジネス統括営業部 LA
第一営業部、LA 第二営業部に改称する。 

 
6. ネットワーク統括営業部 

産業営業本部ネットワーク営業部を統合して、ネットワーク統括営業部を新設の上、従来の流通・サ
ービス営業本部ネットワーク営業部、産業営業本部産業統括営業部ネットワーク営業部を、第一ネット
ワーク営業部、第二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 
公共・ヘルスケア・文教ビジネスの体制強化を目的とし、公共営業部を新設する。また、従来の産業・

情報営業部、流通営業部を統合し、産業・流通営業部に改称する。 
 

【首都圏営業本部】 

1. 関越支社 
担当業種のビジネス戦略強化と責任体制の明確化を目的とし、従来の産業・流通営業部を産業営業部、

流通営業部に分割する。 
 
2. 神奈川支社 

担務明確化を目的とし、従来の公共営業部を公共ネットワーク営業部に改称する。 
 
3. 長野支社 

担当業種のビジネス戦略強化と責任体制の明確化を目的とし、従来の産業・流通営業部を産業営業部、
流通営業部に分割する。 

 



株式会社富士通マーケティング 

 

4 

 

【関西営業本部】 

1. ビジネスパートナー統括営業部 
従来の第三営業部を産業統括営業部住宅・建設営業部、流通・サービス統括営業部運輸・小売・サー

ビス営業部へ分割して移管する。 
 
2. 産業統括営業部 

富士通との連携強化とマーケット責任の明確化を目的とし、従来の企業営業部を住宅・建設営業 
部に改称する。 

 
3. 流通・サービス統括営業部 

マーケット責任の明確化を目的とし、商社・卸営業部を新設する。 
 

【公共・金融営業本部】 

1. 首都圏公共統括営業部 
富士通との連携強化と担当市場の深堀を目的とし、首都圏公共統括営業部を新設する。 

従来の次世代公共統括営業部自治体・文教営業部、次世代公共第三営業部を移管の上、首都圏公共第一
営業部、首都圏公共第二営業部に改称する。 

 

【ヘルスケア事業本部】 

1. ヘルスケアビジネス推進統括部 

ヘルスケアビジネスのヘッドクオーター機能強化と管理業務一元化を目的とし、ヘルスケアビジネス

推進統括部を新設し、従来の事業企画部、ヘルスケアビジネス推進部を移管する。また従来の事業企画

部を、営業支援部に改称する。 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

1．役員、顧問人事 

 

生貝
いけがい

 健二
け ん じ

 代表取締役社長 取締役 

 （富士通（株）取締役） （富士通（株）代表取締役副社長） 

   

古川
ふるかわ

  章
あきら

 取締役 代表取締役社長 

   

渋谷
し ぶ や

 高志
た か し

 執行役員 執行役員 

 首都圏営業本部副本部長 産業営業本部長 

   

吉川
よしかわ

 龍彦
たつひこ

 執行役員 執行役員 

 営業推進本部副本部長 商品戦略本部副本部長 

   

山瀬
や ま せ

 雅彦
まさひこ

 執行役員 執行役員 

 特定ソリューション統括部長 第一特定ソリューション統括部長 

   

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 商品戦略本部副本部長 

 （兼）商品企画統括室長 （兼）知的財産室担当 

 （兼）知的財産室担当  
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藁科
わらしな

 義弘
よしひろ

 執行役員 執行役員 

 BPR 推進本部長 東日本営業本部長 

 （兼）事業推進本部副本部長  

   

坂井
さ か い

  満
みつる

 執行役員 執行役員 

 商品戦略本部長 営業推進本部副本部長 

 （兼）営業推進本部自律改善推進室長 （兼）自律改善推進室長 

 （兼）CS・ES 推進室担当 （兼）ビジネスイノベーション推進室長 

  （兼）CS・ES 推進室担当 

   

佐々木
さ さ き

 慎也
し ん や

 執行役員 （富士通（株）） 

（新任） 関西営業本部長  

 （兼）西日本営業本部長  

   

榊田
さかきだ

  司
つかさ

 執行役員 フィールドサービスビジネス本部長 

（新任） フィールドサービスグループ長  

 （兼）フィールドサービスビジネス本部長  

   

森崎
もりさき

 浩司
ひ ろ し

 執行役員 流通・サービス営業本部副本部長 

（新任） 東日本営業本部長  

   

森川
もりかわ

 功史
こ う じ

 特命顧問 執行役員 

 SI アシュアランス室副室長 第二特定ソリューション統括部長 

   

岡
おか

﨑
ざき

 俊
しゅん

哉
や

 （富士電機 IT ソリューション（株）） 執行役員 

  関西営業本部長 

 

2．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《ＳＩアシュアランス室》 

 

阿部 恭民 SI アシュアランス室長代理 システム本部 

 （兼）（富士通（株）） プロジェクトマネジメント推進室長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

宮崎 直樹 SI アシュアランス室長代理 システム本部 

  プロジェクトマネジメント推進室長代理 

 

〔経営戦略グループ〕 

 

【経営戦略本部】 

 

《経営情報システム推進室》 

 

石塚 嘉一 IT 基盤サービス部長 第一情報システム部担当部長 
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〔コーポレートグループ〕 

 

【事業推進本部】 

 

河野  進 副本部長 副本部長 

 （兼）財務部長 （兼）経理部長 

 （兼）経営戦略本部副本部長 （兼）経営戦略本部副本部長 

 

《総務部》 

 

高橋 伸二 総務部長代理 担当部長 

 

《経理部》 

 

上村  勉 経理部長 経理部長代理 

 

《財務部》 

 

奥田 庫三 財務部長代理 担当部長 

 

《地域事業管理部》 

 

辻  義明 地域事業管理部長 関西営業本部管理部長 

 （兼）関西管理部長  

   

松井  隆 東日本管理部長 西日本営業本部管理部長 

   

上杉 勝幸 首都圏管理部長 首都圏営業本部管理部長 

  （兼）東日本営業本部管理部長 

   

小板橋 淳 中部管理部長 中部営業本部管理部長 

   

目原 雅和 西日本管理部長 西日本営業本部営業支援部長 

 

【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 業務管理統括部長 

 （兼）ビジネスサポートセンター長 （兼）ビジネスサポートセンター長 

 （兼）BPR 推進本部  

 プロジェクト統括部長  

 

《オペレーション統括部》 

 

植田 充士 オペレーション部長 オペレーション部担当課長 
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《購買統括部》 

 

村上 青史 ソリューション調達部長 ソリューション調達部担当部長 

 

【BPR 推進本部】 

 

原田 克巳 副本部長 経営戦略本部副本部長 

 （兼）基幹再構築プロジェクト室長 （兼）基幹再構築プロジェクト室長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

 

中川 和弘 特定ソリューション統括部 第一特定ソリューション統括部 

 プロジェクト統括部長 プロジェクト統括部長 

 

【システム本部】 

 

河辺 康雄 副本部長 システム本部長代理 

   

坪田 伸次 システム本部長代理 システム本部長代理 

 （兼）物流ソリューション統括部長 （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》 

 

朝原  啓 システム業務統括部長代理 システム計画部長 

 （兼）SE 業務管理部長  

   

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）NetSuite ソリューション部長 （兼）開発センター長 

   

平河 宏史 SE 構造改革推進室長 システム業務部長 

 

《公共ソリューション統括部》 

 

白川 省悟 官公庁第一ソリューション部長 官公庁第一ソリューション部 

  プロジェクト部長 

   

森脇 尚也 金融・公団体ソリューション部長 公共ソリューション統括部 

  プロジェクト部長 

 

《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 東日本システム統括部長 

 （兼）第二システム部長  

   

大泉 秀広 プロジェクト統括部長 第一特定ソリューション統括部 

  プロジェクト統括部長 

   

作田 智昭 第一システム部長 第二システム部長 
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《AZSERVICE 事業部》 

 

村松 直岐 AZSERVICE 事業部長 AZSERVICE 事業部長 

 （兼）AZSERVICE  

 ソリューションセンター長  

 

【ソリューション事業本部】 

 

《GLOVIA 事業部》 

 

柏木 高歩 きらら会計・人事給与ビジネス部長 GLOVIA smart きらら事業部 

  きらら会計・人事給与ビジネス部長 

 

〔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】 

 

《東京フィールドサービス統括部》 

 

中田伊三夫 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 

  神奈川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》 

 

佐藤 文昭 神奈川カストマサービス部長 東京フィールドサービス統括部 

  東京東カストマサービス部 

  第二カストマサ－ビス課長 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

《営業統括部》 

 

森  貴也 第一営業部長 第一営業部担当課長 

   

一丁田 守 関西営業部長 第一営業部長 

 

《エンジニアリング統括部》 

 

加藤 惣一 エンジニアリング統括部長 西エンジニアリング部長 

   

吉瀬 重美 西エンジニアリング部長 西エンジニアリング部担当部長 
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〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 

羽富 靖彦 営業推進本部長代理 営業推進本部長代理 

 （兼）事業推進統括部長 （兼）事業推進統括室長 

 （兼）事業推進本部長代理 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）BPR 推進本部長代理  

 （兼）（富士通（株））  

   

水谷 修造 営業推進本部長代理 プロダクト販売推進統括部長 

 （兼）プロダクト・サービス販売推進 （兼）ビジネス計画部長 

 統括部長 （兼）プラットフォームビジネス推進部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《事業推進統括部》 

 

渡辺 一永 事業推進統括部長代理 事業推進統括室長代理 

 （兼）営業支援部長  

   

小嶋 洋信 事業推進部長 関西営業本部神戸支店長 

   

長沢 忠昭 制度企画部長 営業支援統括部制度企画部長 

 

《プロダクト・サービス販売推進統括部》 

 

平江 敬三 プロダクト・サービス販売推進 ビジネスパートナー本部 

 統括部長代理 ニュービジネス推進統括部長代理 

 （兼）サービス・クラウド推進部長 （兼）サービス・クラウド推進部長 

   

吉田 全伸 ビジネス計画部長 東日本営業本部営業支援部長 

   

渡辺 和彦 プラットフォームビジネス推進部長 首都圏営業本部神奈川支社 

  産業営業部長 

 

【ビジネスパートナー本部】 

 

川嶋 健司 ビジネスパートナー本部長代理 商品戦略本部長代理 

 （兼）ソリューションマーケティング推進 （兼）商品企画統括室長 

 統括部長  

 （兼）業務ソリューション推進部長  

 

《ビジネス推進統括部》 

 

加賀美新一 ビジネス推進統括部長 営業推進本部営業支援統括部長 

 （兼）ビジネスイノベーション推進部長 （兼）営業支援部長 

   

   

   



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

10 

 

鶴牧王大児 ビジネス推進統括部長代理 首都圏営業本部関越支社 

  ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

金沢 昌一 ビジネス推進統括部長代理 フィールドプロモーション推進部長 

 （兼）ビジネスプロモーション推進部長  

   

河合 奈美 首都圏 BP 推進部長 首都圏営業本部長野支社 

  ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

立分 宏幸 中国四国 BP 推進部長 西日本営業本部中国支社 

  ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

原槇 清孝 九州 BP 推進部長 西日本営業本部九州支社 

  ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《AZSERVICE 推進統括部》 

 

島田 賢一 AZSERVICE 企画部長 システム本部 AZSERVICE 事業部 

  AZSERVICE ソリューションセンター長 

   

小野田裕彦 AZSERVICE 推進部長 AZSERVICE 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》 

 

滝本 達也 東京ビジネスパートナー統括営業部長 第一営業部長 

 （兼）第一営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）第三営業部長  

 （兼）（富士通（株））  

 

【産業営業本部】 

 

平岡 光一 産業営業本部長 （富士通（株）） 

 

《産業ビジネス推進統括部》 

 

林  克実 産業ビジネス推進統括部長 （富士通（株）） 

   

升田 泰光 産業ビジネス推進部長 産業ビジネス推進部長 

 （兼）産業第一統括営業部 （兼）産業統括営業部 

 装置産業営業部長 産業第一営業部長 

 

《産業第一統括営業部》 

 

市原 秀一 産業第一統括営業部長 関西営業本部産業統括営業部長 
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上村 英二 組立産業営業部長 関西営業本部流通・サービス統括営業部 

  担当部長 

 

《産業第二統括営業部》 

 

武井  深 産業第二統括営業部長 西日本営業本部四国支社長 

  （兼）ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

永井 経晴 住建産業営業部長 組立産業統括営業部 

  産業第一営業部長 

 

《LA ビジネス第一統括営業部》 

 

松浦 由明 LA ビジネス第一統括営業部長 プロセス産業統括営業部長 

  （兼）産業第二営業部長 

   

遠山 秀孝 石油・エネルギー営業部長 プロセス産業統括営業部 

  産業第一営業部長 

 

《LA ビジネス第二統括営業部》 

 

松本  謙 LA ビジネス第二統括営業部長 組立産業統括営業部長 

   

佐藤 賢司 組立装置産業営業部長 組立産業統括営業部 

  産業第二営業部長 

 

【流通・サービス営業本部】 

 

熊谷  聡 流通・サービス営業本部長代理 中部営業本部長代理 

  （兼）静岡支社長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《流通ビジネス推進統括部》 

 

山田 隆弘 流通ビジネス推進統括部長 産業営業本部 

 （兼）流通ビジネス推進部長 産業ビジネス推進統括部長 

 

《流通統括営業部》 

 

勝木 浩之 流通統括営業部長 LA ビジネス第二統括営業部長 

   

鈴木 高師 食品営業部長 LA ビジネス第二統括営業部 

  食品・外食営業部長 

 

《小売ビジネス統括営業部》 

 

山本 豊勝 小売ビジネス統括営業部長 流通統括営業部長 
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豊田 久雄 小売ビジネス第一営業部長 LA ビジネス第二統括営業部 

  小売・専門店営業部長 

   

赤尾  昇 小売ビジネス第二営業部長 流通統括営業部リテール営業部長 

 

《情報・サービス統括営業部》 

 

梅野  光 サービス営業部長 サービス第一営業部長 

   

花村 隆行 メディア営業部長 サービス第二営業部長 

 

《LA ビジネス統括営業部》 

 

青柳  聡 LA ビジネス統括営業部長 LA ビジネス第一統括営業部長 

   

中本 寛明 LA 第一営業部長 LA ビジネス第一統括営業部 

  小売第一営業部長 

   

牧之瀬俊一 LA 第二営業部長 LA ビジネス第一統括営業部 

  小売第二営業部長 

 

《ネットワーク統括営業部》 

 

衣笠 孝則 ネットワーク統括営業部長 ネットワーク営業部長 

 （兼）第一ネットワーク営業部長  

   

堀田 昌稔 第二ネットワーク営業部長 産業営業本部産業統括営業部 

  ネットワーク営業部長 

 

【東日本営業本部】 

 

《北海道支社》 

 

近藤 小波 北海道支社長代理 ビジネスパートナー本部 

 （兼）公共営業部長 ビジネス推進統括部長 

 （兼）ビジネスパートナー本部 （兼）ビジネスパートナー推進部長 

 ビジネス推進統括部 （兼）（富士通（株）） 

 北海道 BP 推進部長  

   

長谷川隆彦 産業・流通営業部長 産業・情報営業部担当部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

《東北支社》 

 

津田 勝広 産業・情報営業部長 産業・情報営業部長 

 （兼）ビジネスパートナー本部 （兼）（富士通（株）） 

 ビジネス推進統括部  

 東北 BP 推進部長  

 （兼）（富士通（株））  
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秋元 史生 ヘルスケア営業部長 ヘルスケア営業部担当課長 

 

【首都圏営業本部】 

 

《関越支社》 

 

大橋 孝一 産業営業部長 産業・流通営業部長 

   

星  淳一 流通営業部長 新潟支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

斎藤  繁 新潟支店長 中部営業本部静岡支社 

 （兼）（富士通（株）） ビジネスパートナー営業部長 

  （兼）第一営業部長 

 

《神奈川支社》 

 

山崎  毅 神奈川支社長代理 東日本営業本部北海道支社長代理 

  （兼）流通営業部長 

   

宮嵜 保則 産業営業部長 長野支社産業・流通営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

小松 保雄 公共ネットワーク営業部長 公共営業部長 

 

《長野支社》 

 

杉山 英之 産業営業部長 松本支店長 

 （兼）松本支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

高橋  寛 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）） 

 

【中部営業本部】 

 

野村  研 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）中部営業本部副本部長  

   

吉谷 幸博 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）中部営業本部副本部長  

   

岡本 尚也 中部営業本部長代理 関西営業本部長代理 

 （兼）静岡支社長 （兼）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）） 
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《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統括営業部長 

 （兼）ビジネスパートナー本部 （兼）（富士通（株）） 

 ビジネス推進統括部  

 中部 BP 推進部長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《東海支社》 

 

住谷 正美 産業第一営業部長 産業営業本部産業統括営業部 

  産業第二営業部長 

   

廣澤 里佳 岐阜支店長 産業第一営業部担当部長 

 （兼）（富士通（株））  

   

佐々木公也 三重支店長 ビジネスパートナー統括営業部 

 （兼）（富士通（株）） プロジェクト部長 

 

《静岡支社》 

 

大野 和彦 静岡支社長代理 東海支社長代理 

 （兼）第一営業部長 （兼）産業第一営業部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

【関西営業本部】 

 

《ビジネスパートナー統括営業部》 

 

佐藤  完 ビジネスパートナー統括営業部長 第一営業部長 

 （兼）第一営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）ビジネスパートナー本部  

 ビジネス推進統括部  

 関西 BP 推進部長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《産業統括営業部》 

 

井上 隆夫 産業統括営業部長 産業営業本部産業統括営業部長 

   

杉浦 紳司 住宅・建設営業部長 企業営業部長 

 

《流通・サービス統括営業部》 

 

前田 隆之 商社・卸営業部長 食品・卸営業部長 

   

柏原 淳也 食品・卸営業部長 食品・卸営業部担当課長 
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<神戸支店> 

 

稗田  忠 神戸支店長 ビジネスパートナー統括営業部 

 （兼）（（株）富士通システムズ 第三営業部長 

 ・ウエスト） （兼）（（株）富士通システムズ 

  ・ウエスト） 

 

<京都支店> 

 

根岸 一宏 京都支店長 営業支援部長 

 

【西日本営業本部】 

 

《中国支社》 

 

二宮 健治 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）山口支店長  

 

《四国支社》 

 

伊藤  孝 四国支社長 ビジネスパートナー本部 

 （兼）（富士通（株）） 東京ビジネスパートナー統括営業部長 

  （兼）第三営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《九州支社》 

 

野村 和博 九州支社長代理 九州支社長代理 

 （兼）熊本支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

【公共・金融営業本部】 

 

福田 耕一 公共・金融営業本部長代理 次世代公共統括営業部長 

 （兼）首都圏公共統括営業部長  

 

《次世代公共統括営業部》 

 

竹内建二郎 次世代公共統括営業部長 次世代公共第一営業部長 

 （兼）次世代公共第一営業部長 （兼）次世代公共第二営業部長 

   

大谷 功一 次世代公共第二営業部長 次世代公共第二営業部担当課長 

 

《首都圏公共統括営業部》 

 

白石 和正 首都圏公共第一営業部長 次世代公共統括営業部 

  自治体・文教営業部長 
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戸谷  祐 首都圏公共第二営業部長 次世代公共統括営業部 

  次世代公共第三営業部長 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 

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統括部長 （兼）ヘルスケアビジネス推進部長 

 （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事業部長 

 

《ヘルスケアビジネス推進統括部》 

 

松岡  祐 営業支援部長 事業企画部長 

 

《ヘルスケアソリューション事業部》 

 

内藤 智文 ヘルスケアソリューション事業部長 プロジェクト統括部長 

 （兼）首都圏システム部長 （兼）首都圏システム部長 

 

《首都圏ヘルスケア統括営業部》 

 

吉井 秀彦 第二営業部長 第三営業部長 

   

風間 一人 第三営業部長 第二営業部長 

 

 

以 上 


