
 
 

２０１４年３月３１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 

 

【アウトソーシングビジネス本部】 

システム本部のアウトソーシングサービスセンターを核とし、アウトソーシングビジネス本部を新設

する。 

 

【ＧＬＯＶＩＡ事業本部】 

ＧＬＯＶＩＡ共通業務のビジネス拡大と責任の明確化を図るため、従来のソリューション事業本部か

らきらら事業部門をシステム本部に移管の上、ＧＬＯＶＩＡ事業本部に改称する。 

 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

1．役員 

 

水野
み ず の

 太郎
た ろ う

 取締役兼執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 ソリューションビジネスグループ長 ソリューションビジネスグループ長 

 （兼）アウトソーシングビジネス本部長 （兼）システム本部長 

 （兼）ソリューションビジネスモデル （兼）ソリューションビジネスモデル 

 推進室長 推進室長 

   

山瀬
や ま せ

 雅彦
まさひこ

 執行役員 執行役員 

 アウトソーシングビジネス本部副本部長 ソリューションビジネスグループ長付 

   

林
はやし

  義弘
よしひろ

 執行役員 執行役員 

 ビジネスパートナー本部長 中部営業本部長 

   

佐々木
さ さ き

慎也
し ん や

 執行役員 執行役員 

 関西営業本部長 関西営業本部長 

 （兼）中部営業本部長 （兼）西日本営業本部長 

 



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

   

落合
おちあい

 俊則
としのり

 執行役員 執行役員 

 ヘルスケア事業本部長 ヘルスケア事業本部長 

 （兼）公共・金融営業本部副本部長  

 

2．人事異動 

 

〔経営戦略グループ〕 

 

【経営戦略本部】 

 

甲斐 幸二 経営戦略本部長代理 （富士通（株）） 

 （兼）経営管理統括部長 （兼）営業推進本部 

 （兼）ＢＰＲ推進本部長代理 事業推進統括部長代理 

 

〔コーポレートグループ〕 

 

【事業推進本部】 

 

《総務部》 

 

川口 嗣雄 総務部長 （富士通（株）） 

 

《人材開発部》 

 
石毛 隆文 人材開発部長 総務部長 

 

【ＢＰＲ推進本部】 

 

《プロセス改革推進室》 

 

稲葉 実 プロセス改革推進室長 （富士通（株）） 

  （兼）ＢＰＲ推進本部 

  プロセス改革推進室長 

 

〔ソリューションビジネスグループ〕 

 

【システム本部】 

 

鈴木 俊久 システム本部長 ソリューション事業本部長 

   

大澤  尚 システム本部長代理 ソリューション事業本部長代理 

   
金子 裕美 システム本部長代理 ソリューション事業本部長代理 

  （兼）システム本部長代理 

 

《新規ビジネス統括部》 

 
神谷  靖 新規ビジネス統括部長 ソリューション事業本部 

  新規ビジネス開発室長 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《ネットワークソリューション統括部》 

 

篠田 慶典 ネットワークソリューション統括部長 ＩＣＴソリューション統括部 

 （兼）第二ネットワークソリューション プロジェクト統括部長 

 部長 （兼）ネットワークソリューション部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡｓｍａｒｔきらら事業部》 

 

種池 一雅 ＧＬＯＶＩＡｓｍａｒｔきらら事業部長 ソリューション事業本部 

 （兼）開発部長 ＧＬＯＶＩＡｓｍａｒｔきらら事業部長 

  （兼）開発部長 

 

【アウトソーシングビジネス本部】 

 

松本 匡邦 アウトソーシングビジネス本部長代理 システム本部 

  アウトソーシングサービスセンター長 

 

《サービスデスク統括部》 

 

今田 正実 サービスデスク統括部長 システム本部 

 （兼）ＬＣＭサービス部長 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 

 

《ＩＤＣ・サポートセンター》 

 

坊内  誠 ＩＤＣ・サポートセンター長 システム本部西日本システム統括部 

 （兼）ＩＤＣサービス部長 プロジェクト統括部長 

 

 

【ＧＬＯＶＩＡ事業本部】 

 

渡辺 雅彦 ＧＬＯＶＩＡ事業本部長 ソリューション事業本部副本部長 

   
今西  誠 ＧＬＯＶＩＡ事業本部長代理 ソリューション事業本部長代理 

 （兼）業務ソリューション事業部長 （兼）ＧＬＯＶＩＡ事業部長 

 

《会計ソリューション事業部》 

 

西山 正博 会計ソリューション事業部長 ソリューション事業本部 

  ＧＬＯＶＩＡ事業部開発部長 

 

〔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】 

 

《フィールド支援統括部》 

 

宮坂 善広 フィールド支援統括部長 西日本フィールドサービス統括部長 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《中部フィールドサービス統括部》 

 

古谷 浩司 中部フィールドサービス統括部長 西日本フィールドサービス統括部 

 （兼）中部カストマサービス部長 プロジェクト統括部長 

  （兼）中部カストマサービス部長 

 

《関西フィールドサービス統括部》 

 

黒澤 雅人 関西フィールドサービス統括部長 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 

 

《西日本フィールドサービス統括部》 

 

中島 洋志 西日本フィールドサービス統括部長 フィールド支援統括部長 

 （兼）九州・広島カストマサービス部長 （兼）東日本業務センター長 

 

〔営業グループ〕 

 

【営業推進本部】 

 

大津 直樹 営業推進本部長 営業推進本部副本部長 

 

《地域事業管理部》 

 

辻  義明 地域事業管理部長 事業推進本部地域事業管理部長 

 （兼）事業推進本部プロジェクト統括部長  

 

【ビジネスパートナー本部】 

 

阿部 康雄 ビジネスパートナー本部長代理 業務支援統括室長 

 （兼）業務支援統括室長  

   

 

【商品戦略推進本部】 

 

《戦略プロモーション統括室》 

 

塩見 秀樹 戦略プロモーション統括室長 商品・サービス企画統括部長代理 

  （兼）ビジネス開発部長 

 

《商品・サービス企画統括室》 

 

原田 修治 商品・サービス企画統括室長 商品・サービス企画統括部長 

  （兼）商品・サービス企画部長 

 

《業種・業務ソリューション推進統括部》 

 
森田 浩司 業種・業務ソリューション推進統括部長 業種・業務ソリューション推進    

 （兼）業務ソリューション推進部長 統括部長代理    

  （兼）業務ソリューション推進部長    
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《プロダクトビジネス推進統括部》 

 

平江 敬三 プロダクトビジネス推進統括部長 ＡＺＳＥＲＶＩＣＥ推進統括部長代理    

  （兼）クラウド・セキュリティ    

  ・ネットワークビジネス推進部長    

 

【産業営業本部】 

 

《エネルギー産業統括営業部》 

 

鷲見 浩二 エネルギー産業統括営業部長 （富士通（株）） 

 

【東日本営業本部】 

 

《北海道支社》 

 

近藤 小波 北海道支社長代理 北海道支社長代理 

 （兼）公共・ヘルスケア営業部長 （兼）公共営業部長 

 （兼）ビジネスパートナー本部 （兼）ビジネスパートナー本部 

 ビジネス推進統括部 ビジネス推進統括部 

 北海道ＢＰ推進部長 北海道ＢＰ推進部長 

 

 

《東北支社》 

 
松本 和彦 東北支社長代理 岩手支店長 

 （兼）岩手支店長 （兼）青森支店長 

 （兼）青森支店長 （兼）秋田支店長 

 （兼）秋田支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

【首都圏営業本部】 

 

《関越支社》 

 
大橋 孝一 関越支社長代理 関越支社産業営業部長 

 （兼）産業営業部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《神奈川支社》 

 
山崎  毅 神奈川支社長代理 神奈川支社長代理 

 （兼）サービスビジネス営業部長 （兼）ヘルスケア営業部長 

 

 

【中部営業本部】 

 

《東海支社》 

 
西堂 洋介 公共ソリューション営業部長 北陸支社福井支店長 

  （兼）（富士通（株）） 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

 

《北陸支社》 

 
池  秀二 北陸支社長代理 東海支社長代理 

 （兼）福井支店長  

 （兼）（富士通（株））  

 

【関西営業本部】 

 

東  淳一 関西営業本部長代理 公共・金融統括営業部長 

 （兼）公共・金融統括営業部長 （兼）ネットワーク営業部長 

 

《産業統括営業部》 

 
加本 貴幸 産業統括営業部長代理 西日本営業本部 

 （兼）住宅・建設営業部長 四国支社産業・流通営業部長 

  （兼）徳島支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

【西日本営業本部】 

 

桐明 建王 西日本営業本部長 西日本営業本部長代理 

  （兼）九州支社長 

  （兼）ビジネスパートナー本部 

  ビジネス推進統括部担当部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《中国支社》 

 
兼子 淳一 中国支社長代理 （富士通（株）） 

 

《四国支社》 

 
伊藤  孝 四国支社長 四国支社長 

 （兼）高知支店長 （兼）ビジネスパートナー本部 

 （兼）ビジネスパートナー本部 ビジネス推進統括部 

 ビジネス推進統括部 四国ＢＰ推進部長 

 四国ＢＰ推進部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

川上耕一郎 産業・流通営業部長 中国支社産業営業部長 

 （兼）徳島支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《九州支社》 

 

野村 和博 九州支社長 九州支社長代理 

 （兼）公共営業部長 （兼）産業営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

松浦 由明 九州支社長代理 産業営業本部 

 （兼）産業営業部長 エネルギー産業統括営業部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

【公共・金融営業本部】 

 

小森  正 公共・金融営業本部長代理 （（株）富士通マーケティング・ 

 （兼）公共・金融ビジネス推進統括部長 エージェント） 

 

【ヘルスケア事業本部】 

 

《ヘルスケアビジネス推進統括部》 

 

西川 信彦 ヘルスケアビジネス推進統括部長 （富士通（株）） 

 

《介護ソリューション事業部》 

 
内村 吉伸 介護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 

 （兼）ソリューション開発部長 プロジェクト統括部長 

  （兼）西日本システム部長 

 

《ヘルスケア統括営業部》 

 

佐藤  太 ヘルスケア統括営業部長 関西ヘルスケア統括営業部長 

  （兼）第二営業部長 

 

以 上 


