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株式会社富士通マーケティング 

 
 

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 

 

従来のグループを廃止し、ユニットに改称する。 

 

 

■経営戦略ユニット 

 

【ＣＩＴ推進本部】 

 

１．システム企画・計画室 

従来のシステム企画・計画統括部をシステム企画・計画室に改称する。 

 

 

■コーポレートユニット 

 

【コーポレート本部】 

 

従来の総務人事本部および財務経理本部を統合し、コーポレート本部を新設する。また、各本部配下の

統括部を移管する。 

 

 

■ビジネス推進ユニット 

 

【商品戦略推進本部】 

 

１．商品・サービス企画統括部 

商品・サービスの戦略立案・展開における体制強化を目的として、従来の商品・サービス企画統括室

と戦略プロモーション統括室を統合し、商品・サービス企画統括部に改称する。 

 

 

■ソリューションビジネスユニット 

 

【ソリューション事業本部】 

 

ソリューション事業の拡大を図ることを目的として、従来のクラウド・サポートサービス本部とＧＬＯ

ＶＩＡ事業本部を統合し、ソリューション事業本部を新設する。 
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１．商品企画統括部 

商品の企画開発機能を集約し、クラウドサービス、ＧＬＯＶＩＡ製品ビジネスの推進・拡大を図るた

め、従来のクラウド・サポートサービス本部サービス開発推進室を商品企画統括部に改称する。 

 

２．クラウドサービス事業部 

ＳａａＳ運用ビジネスを集約して効率化を図ることを目的として、従来のクラウド・サポートサービ

ス本部クラウドサービス統括部をクラウドサービス事業部に改称する。 

 

３．サポートサービス事業部 

従来のクラウド・サポートサービス本部サポートサービス統括部をサポートサービス事業部に改称す

る。 

 

４．ＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部 

従来のＧＬＯＶＩＡ事業本部会計・人事給与事業部をＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部に改称する。 

 

５．ＧＬＯＶＩＡ販売管理事業部 

従来のＧＬＯＶＩＡ事業本部販売管理事業部をＧＬＯＶＩＡ販売管理事業部に改称する。 

 

６．開発統括部 

開発機能を集約し、リソースの最大化とオフショア活用の拡大による品質と生産性の向上を目的とし

て、開発統括部を新設する。 

 

 

■フィールドサービスユニット 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

１．業務支援統括部 

コンストラクション事業の事業推進および管理機能の強化を目的として、業務支援統括部を新設する。 

 

 

■営業ユニット 

 

従来のブロック制を廃止し、東日本ブロック、西日本ブロックを廃止するとともに、従来の１４営業本

部を６営業本部に集約する。 

 

【流通営業本部】 

 

１．ロジスティクスビジネス統括営業部 

物流市場におけるビジネス拡大および全国における業務支援強化を目的として、従来の流通統括営業

部運輸サービス営業部を移管し、統括部格に格上げの上、ロジスティクスビジネス統括営業部に改称

する。 

 

２．リテイル第一統括営業部 

従来の小売ビジネス統括営業部をリテイル第一統括営業部に改称する。 

 

３．リテイル第二統括営業部 

従来の専門店ビジネス統括営業部をリテイル第二統括営業部に改称する。 
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【公共営業本部】 

 

従来の公共営業本部、自治体・金融営業本部、ヘルスケア事業本部を統合し、各本部配下の統括部を移

管する。 

 

 

【地域営業本部】 

 

従来の東日本ブロック事業管理統括部、東日本営業本部、関東・信越営業本部、首都圏営業本部、西日

本ブロック事業管理統括部、中部営業本部、関西営業本部、中四国営業本部、九州営業本部を統合の上、

地域営業本部を新設する。また、各本部配下の統括部を移管する。 

 

１．東日本地区事業管理統括部 

従来の東日本ブロック事業管理統括部を東日本地区事業管理統括部に改称する。 

 

２．西日本地区事業管理統括部 

従来の西日本ブロック事業管理統括部を西日本地区事業管理統括部に改称する。 

 

３．関東・信越地区商談推進センター 

従来の関東・信越営業本部商談推進センターを統括部格に格上げの上、関東・信越地区商談推進セン

ターに改称する。 

 

４．中部地区商談推進センター 

従来の中部営業本部商談推進センターを統括部格に格上げの上、中部地区商談推進センターに改称す

る。 

 

５．関西地区商談推進センター 

従来の関西営業本部商談推進センターを関西地区商談推進センターに改称する。 

 

６．西日本地区商談推進センター 

従来の九州営業本部西日本商談推進センターを西日本地区商談推進センターに改称する。 

 

７．関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部 

従来の関西営業本部ソリューションビジネス統括営業部を関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部に

改称する。 

 

８．関西ビジネスパートナー統括営業部 

従来の関西営業本部ビジネスパートナー統括営業部を関西ビジネスパートナー統括営業部に改称す

る。 

 

９．関西産業統括営業部 

従来の関西営業本部産業統括営業部を関西産業統括営業部に改称する。 

 

１０．関西流通統括営業部 

従来の関西営業本部流通統括営業部を関西流通統括営業部に改称する。 

 

１１．関西公共・金融統括営業部 

従来の関西営業本部公共・金融統括営業部を関西公共・金融統括営業部に改称する。 
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II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

 

1．役員人事 

 

大津
お お つ

 洋二
よ う じ

 取締役兼執行役員専務 取締役兼執行役員常務 

 営業ユニット長 ビジネス推進グループ長 

  （兼）営業グループ副グループ長 

  （兼）ビジネスエキスパートセンター 

     副センター長 

   

渡邊
わたなべ

 基
もとき

 取締役兼執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 ＣＦＯ ＣＦＯ 

 コーポレートユニット長 コーポレートグループ長 

 （兼）コーポレート本部長 （兼）財務経理本部長 

 （兼）内部統制室担当 （兼）内部統制室担当 

 （兼）監査役室担当 （兼）監査役室担当 

   

木村
き む ら

 清
き よ

孝
たか

 取締役兼執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 経営戦略ユニット長 経営戦略グループ長 

 （兼）経営戦略本部長 （兼）経営戦略本部長 

 （兼）ｓｍａｒｔＦＪＭ推進室長 （兼）ｓｍａｒｔＦＪＭ推進室長 

 （兼）ＳＩアシュアランス室担当 （兼）ＳＩアシュアランス室担当 

   

元井
も と い

 和雄
か ず お

 取締役兼執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 フィールドサービスユニット長 フィールドサービスグループ長 

 （兼）コンストラクション事業本部長 （兼）コンストラクション事業本部長 

   

元木
も と き

 泰光
やすみつ

 上席執行役員 上席執行役員 

 地域営業本部長 東日本ブロック長 

   

浅香
あ さ か

 直也
な お や

 執行役員 執行役員 

 ソリューションビジネスユニット長 ソリューションビジネスグループ 

  副グループ長 

  （兼）クラウド・サポートサービス 

     本部長 

   

森下
も り し た

 健作
けんさ く

 執行役員 執行役員 

 ビジネス推進ユニット長 商品戦略推進本部長 

 （兼）商品戦略推進本部長 （兼）グローバルビジネス推進室長 

 （兼）グローバルビジネス推進室長  

   

菊池
き く ち

 邦彦
くにひこ

 執行役員 執行役員 

 公共営業本部長 関東・信越営業本部長 

  （兼）商談推進センター長 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

佐藤
さ と う

 貢
みつぐ

 執行役員 執行役員 

 地域営業本部副本部長（北海道・東北担当） 東日本営業本部長 

   

伊藤
い と う

 孝
たかし

 執行役員 執行役員 

 ビジネスパートナー本部長 ビジネスパートナー本部長 

 （兼）業務支援統括部長  

   

今西
いまにし

 誠
まこと

 執行役員 執行役員 

 ソリューション事業本部長 ＧＬＯＶＩＡ事業本部長 

   

甲斐
か い

 幸二
こ う じ

 執行役員 執行役員 

 ビジネス推進本部長 ビジネス推進本部長 

 （兼）経営戦略本部長代理 （兼）商品事業マネジメント室長 

  （兼）経営戦略本部長代理 

   

駒井
こ ま い

 靖
やすし

 執行役員 執行役員 

 コーポレート本部副本部長（総務人事担当） 総務人事本部長 

 （兼）人事部長  

 

 

2．人事異動 

 

■経営戦略ユニット 

 

【経営戦略本部】 

 

《経営企画統括部》 

 

竹林 剛 経営企画統括部長 経営企画部長 

 

【ＣＩＴ推進本部】 

 

花田 直彦 ＣＩＴ推進本部長 経営戦略本部長代理 

 （兼）経営戦略本部長代理 （経営企画・営業フォーメーション改革 

  担当） 

  （兼）経営企画統括部長 

   

 

《システム企画・計画室》 

 

池田 優仁 システム企画・計画室長 システム企画・計画統括部長 

 

 

■コーポレートユニット 

 

【コーポレート本部】 

 

川口 嗣雄 コーポレート本部長代理 総務人事本部長代理 

 （兼）総務部長 （兼）総務部長 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

 

■ビジネス推進ユニット 

 

【ビジネス推進本部】 

 

《地域事業管理統括部》 

 

辻 義明 地域事業管理統括部長 東日本ブロック事業管理統括部長 

 

《民需事業管理統括部》 

 

小林 聡 民需事業管理統括部長 民需事業管理統括部長代理（産業担当） 
 

《公共事業管理統括部》 

 

新木 利実 公共事業管理統括部長 公共事業管理統括部長代理 
 

【ビジネスサポート本部】 

 

《購買統括部》 

 

松本 和彦 購買統括部長 調達戦略部長 

 

【商品戦略推進本部】 

 

川嶋 健司 常務理事 常務理事 

 商品戦略推進本部副本部長（商品戦略担当） 商品戦略推進本部副本部長 

 （兼）コンサルティングサービス  

 推進統括部長  

   

田中 敏裕 商品戦略推進本部長代理 デジタルマーケティング推進室長 

 （デジタルマーケティング担当） （兼）マーケティングセンター長 

 （兼）マーケティングセンター長  

 

《商品・サービス企画統括部》 

 

島田 賢一 商品・サービス企画統括部長 戦略プロモーション統括室長 

 

《ソリューションビジネス推進統括部》 

 

柏原 淳也 ソリューションビジネス推進統括部長 ソリューション推進部長 

 

《デジタルマーケティング推進室》 

 

木村 正和 デジタルマーケティング推進室長 デジタルマーケティング推進室長代理 

 

 

■ソリューションビジネスユニット 

 

【システム本部】 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

《システム業務統括部》 

 

橘 亜生 システム業務統括部長 ＳＥ業務管理部長 

 

【ソリューション事業本部】 

 

石川 博章 ソリューション事業本部長代理 ＧＬＯＶＩＡ事業本部長代理 

 （企画・ＧＬＯＶＩＡ事業担当） （企画・共通業務担当） 

   

種池 一雅 ソリューション事業本部長代理 ＧＬＯＶＩＡ事業本部長代理 

 （開発・クラウド・サポート担当） （開発・販売管理担当） 

 

《商品企画統括部》 

 

柏木 高歩 商品企画統括部長 クラウド・サポートサービス本部 

  サービス開発推進室長 

 

《クラウドサービス事業部》 

 

西山 正博 クラウドサービス事業部長 ＧＬＯＶＩＡ事業本部 

  デジタルサービス事業部長 

 

《サポートサービス事業部》  

 

前田 篤則 サポートサービス事業部長 クラウド・サポートサービス本部 

  サポートサービス統括部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部》 

 

岡林 勲 ＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部長 ＧＬＯＶＩＡ事業本部 

  会計・人事給与事業部長 

 

《ＧＬＯＶＩＡ販売管理事業部》 

 

當麻 孝 ＧＬＯＶＩＡ販売管理事業部長 ＧＬＯＶＩＡ事業本部 

  販売管理事業部長 

 

《開発統括部》 

 

丸山 寛史 開発統括部長 ＧＬＯＶＩＡ事業本部 

  デジタルサービス事業部 

  プロジェクト統括部長（開発企画担当） 

 

 

■フィールドサービスユニット 

 

【フィールドサービスビジネス本部】 

 

足利 仁 フィールドサービスビジネス本部長代理 業務支援統括部長 

 （兼）業務支援統括部長  



株式会社富士通マーケティング 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

 

《フィールド支援統括部》 

 
中田 伊三夫 フィールド支援統括部長 東京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》 

 
金山 俊也 東京フィールドサービス統括部長 ＬＣＭ統括部 
  第二展開構築サービス部長 

 

《西日本フィールドサービス統括部》 

 

須見 正人 西日本フィールドサービス統括部長 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 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

《業務支援統括部》 

 
松田 豊 業務支援統括部長 業務部長 

 

《営業統括部》 

 
今林 淳 営業統括部長 営業統括部長代理 
 （兼）（富士通（株））  

 

 

■営業ユニット 

 

【産業営業本部】 

 

山内 貢 産業営業本部長代理 組立装置産業統括営業部長 

 （ソリューションビジネス担当） （兼）（富士通（株）） 

 （兼）組立装置産業統括営業部長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《自動車ビジネス推進室》 

 

山本 浩二 自動車ビジネス推進室長 自動車ビジネス推進室長代理 

 

《プロセス産業統括営業部》 

 

寺田 寛之 プロセス産業統括営業部長 東京ソリューション営業本部 

 （兼）（富士通（株）） 産業ソリューション統括営業部 

  テクノロジー営業部長 

 

《住建産業統括営業部》 

 

大嶽 公康 住建産業統括営業部長 住建第一営業部長 

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

 

【流通営業本部】  

 

青柳 聡 流通営業本部長代理 ＬＡビジネス統括営業部長 

 （ＳＭ・イオン・新ビジネス担当） （兼）（富士通（株）） 

 

《流通統括営業部》 

 

早川 浩規 流通統括営業部長 情報・サービス統括営業部長代理 

 （兼）（富士通（株））  

 

《ロジスティクスビジネス統括営業部》 

 

秋月 良成 ロジスティクスビジネス統括営業部長 流通統括営業部運輸サービス営業部長 

 

《リテイル第一統括営業部》 

 

豊田 久雄 リテイル第一統括営業部長 小売ビジネス統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《リテイル第二統括営業部》 

 

大岩 英文 リテイル第二統括営業部長 専門店ビジネス統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《ＬＡビジネス統括営業部》 

 

三島 康司 ＬＡビジネス統括営業部長 小売ビジネス統括営業部 

 （兼）（富士通（株）） 小売ビジネス営業部長 

 

【公共営業本部】 

 

山口 智久 公共営業本部副本部長 ヘルスケア事業本部長 

 （ヘルスケア事業担当）  

   

樫尾 浩幸 公共営業本部長代理 ヘルスケア事業本部長代理 

 （ヘルスケアビジネス推進担当） （新規ビジネス・商品企画担当） 

   

中田 直也 公共営業本部長代理（自治体・金融担当） 自治体・金融営業本部長代理 

 （兼）金融統括営業部長 （兼）金融統括営業部長 

 

《官庁第一統括営業部》 

 

竹内 建二郎 官庁第一統括営業部長 公共統括営業部長 

 

《官庁第二統括営業部》 

 

須貝 忍 官庁第二統括営業部長 第一営業部長 
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《公共統括営業部》 

 

佐藤 太 公共統括営業部長 官庁第二統括営業部長 

 

《ヘルスケア統括営業部》 

 

磯矢 浩一 ヘルスケア統括営業部長 ヘルスケア事業本部 

  ヘルスケア統括営業部首都圏営業部長 

 

【地域営業本部】 

 

横枕 誠治 常務理事 常務理事 

 地域営業本部副本部長（首都圏担当） 首都圏営業本部長 

   

門出 哲典 常務理事 常務理事 

 地域営業本部副本部長（中四国・九州担当） 中四国営業本部長 

   

塚田 武文 常務理事 常務理事 

 地域営業本部副本部長（関西・中部担当） 中部営業本部長 

 （兼）中部地区商談推進センター長 （兼）商談推進センター長 

  （兼）東海支社長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

瀧本 達也 地域営業本部副本部長（関東・信越担当） 東日本営業本部長代理 

 （兼）関越支社長 （兼）東北商談推進センター長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）東北支社長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

大橋 孝一 地域営業本部長代理（東北担当） 首都圏営業本部東関東支社長 

 （兼）東北支社長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

小川 淳 地域営業本部長代理（首都圏公共担当） 首都圏営業本部長代理 

  （兼）南関東支社長 

  （兼）川崎支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

長内 雅彦 地域営業本部長代理（関西公共担当） 関西営業本部長代理 

 （兼）関西公共・金融統括営業部長 （公共ビジネス担当） 

  （兼）公共・金融統括営業部長 

   

星 淳一 地域営業本部長代理（首都圏民需担当） 関東・信越営業本部関越支社長 

 （兼）南関東支社長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）川崎支店長  

 （兼）（富士通（株））  

   

山本 豊勝 地域営業本部長代理（関西民需担当） 中部営業本部北陸支社長 

 （兼）関西商談推進センター長 （兼）（富士通（株）） 

   

渡辺 浩美 地域営業本部長代理（関東公共担当） 関東・信越営業本部長代理 

  （公共ビジネス担当） 
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《東日本地区事業支援統括部》 

 

佐藤 賢司 東日本地区事業管理統括部長 ビジネス推進本部 

  民需事業管理統括部長 

 

《西日本地区事業管理統括部》 

 

鈴木 秋彦 西日本地区事業管理統括部長 西日本ブロック事業管理統括部長 

 

《西日本地区商談推進センター》 

 

小原 英俊 西日本地区商談推進センター長 九州営業本部 

  西日本商談推進センター長 

 

《北海道支社》 

 

片山 聖貴 北海道支社長 東日本営業本部北海道支社長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《東北支社》 

 

浜田 諭 東北支社長代理 東日本営業本部東北支社流通営業部長 

 （兼）福島支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）郡山支店長  

 （兼）（富士通（株））  

   

坂本 浩二 産業・情報営業部長 東日本営業本部東北支社 

 （兼）山形支店長 産業・情報営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

今井 智 岩手支店長 東日本営業本部東北支社 

 （兼）青森支店長 岩手支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《東関東支社》 

 

森 健一 東関東支社長 関東・信越営業本部関越支社長代理 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

工藤 富二雄 筑波支店長 東日本営業本部東北支社 

 （兼）（富士通（株）） 青森支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《東海支社》 

 

青木 徹 東海支社長 中部営業本部東海支社長代理 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 
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西本 成寿 産業第一営業部長 中部営業本部北陸支社産業営業部長 

 （兼）岐阜支店長 （兼）富山支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《静岡支社》 

 

鈴木 高師 静岡支社長 流通営業本部流通統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《北陸支社》 

 

笹原 浩一 北陸支社長 産業営業本部住建産業統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

津田 勝広 産業営業部長 関東・信越営業本部長野支社 

 （兼）富山支店長 産業営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

中田 恵子 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）福井支店長  

 

《関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部》 

 

杉山 英之 関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部長 中部営業本部東海支社 

  プロジェクト統括部長 

  （産業グループ担当） 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《関西ビジネスパートナー統括営業部》 

 

佐藤 完 関西ビジネスパートナー統括営業部長 関西営業本部 

 （兼）（富士通（株）） ビジネスパートナー統括営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 

 

《関西産業統括営業部》 

 

冷水 学 関西産業統括営業部長 関西営業本部 

 （兼）（富士通（株）） プロジェクト統括部長 

  （関西ＩｏＴ担当） 

 

《関西流通統括営業部》 

 

黒田 徹夫 関西流通統括営業部長 関西営業本部流通統括営業部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《中国支社》 

 

兼子 淳一 中国支社長 関西営業本部 

 （兼）（富士通（株）） ソリューションビジネス統括営業部長 

  （兼）（富士通（株）） 
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《四国支社》 

 

福岡 裕 松山支店長 中四国営業本部四国支社 

 （兼）（富士通（株）） 松山支店担当部長 

 

《九州支社》 

 

井手口 敏 九州支社長 中四国営業本部中国支社長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

徳永 剛 九州支社長代理（流通担当） 九州営業本部九州支社 

 （兼）長崎支店長 プロジェクト統括部長 

 （兼）（富士通（株）） （流通ビジネス担当） 

  （兼）北九州支店長 

  （兼）（富士通（株）） 

   

増田 正典 北九州支店長 九州営業本部九州支社 

  北九州支店担当課長 

   

三宮 高彦 熊本支店長 九州営業本部九州支社長崎支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

松田 忍 宮崎支店長 九州営業本部九州支社熊本支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

【ビジネスパートナー本部】 

 

金沢 昌一 ビジネスパートナー本部長代理 ビジネス推進統括部長 

 （プロモーション担当）  

 （兼）ビジネス推進統括部長  

 

《東京ビジネスパートナー統括営業部》 

 

立分 宏幸 東京ビジネスパートナー統括営業部長 東京ビジネスパートナー統括 

 （兼）（富士通（株）） 営業部長代理 

  （兼）（富士通（株）） 

 

 

以 上 


