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2020 年 3 月 26 日 
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 

 

全社の健康経営推進を図るために、新たにＣＨＯ（Chief Health Officer／健康管理最高責任者）を置く。 

 

■経営戦略・ビジネス推進ユニット 

 

【ＣＩＴ推進本部】 

 

１．システム計画室 

従来のシステム企画・計画室を、システム計画室に改称する。 

 

２．システム企画・開発統括部 

従来のシステム開発統括部を、システム企画・開発統括部に改称する。 

 

３．システム運用・社内ＩＴサポート統括部 

従来のシステム基盤サービス統括部を、システム運用・社内ＩＴサポート統括部に改称する。 

 

 

【ビジネス推進本部】 

 

１．ビジネス支援統括部 

従来の営業支援統括部を、ビジネス支援統括部に改称する。 

 

２．事業管理統括部 

従来の地域事業管理統括部を、事業管理統括部に改称する。 

 

 

【ビジネスサポート本部】 

 

１．業務企画統括部 

従来の業務管理統括部を、業務企画統括部に改称する。 

 

２．シェアードサービス統括部 

集中オペレーション部門を集約し、マネジメントの強化と業務のさらなる効率化および標準化を図る

ため、シェアードサービス統括部を新設する。 
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■ソリューションビジネスユニット 

 

【システム本部】 

 

１．中部システム統括部 

中部地区のビジネス対応力強化のため、従来の西日本システム統括部を分割し、中部システム統括部

を新設する。 

 

 

【ソリューション事業本部】 

 

１．ＧＬＯＶＩＡ ＥＲＰ事業部 

従来のＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部を、ＧＬＯＶＩＡ ＥＲＰ事業部に改称する。 

 

 

■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】 

 

１．東京ＩＴインフラサービス統括部 

従来の東京サービスビジネス営業統括部を、東京ＩＴインフラサービス統括部に改称する。 

 

２．関西ＩＴインフラサービス統括部 

従来の関西サービスビジネス営業統括部を、関西ＩＴインフラサービス統括部に改称する。 

 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

１．ＩＣＴビジネス統括部 

従来の営業統括部を、ＩＣＴビジネス統括部に改称する。 

 

 

■ビジネスプロデュースユニット 

社会課題の解決やお客様のビジネス変革への取り組みを推進していくことを明文化するため、従来の

営業ユニットを、ビジネスプロデュースユニットと改称する。また、ユニット配下の本部、統括部、

部においても、同様の目的のもと、組織名のうち「営業」の呼称を「ビジネス」と読み替えて改称す

る。 

 

【産業ビジネス本部】 

従来の産業営業本部、組立装置産業統括営業部、プロセス産業統括営業部、住建産業統括営業部を、

それぞれ産業ビジネス本部、組立装置産業ビジネス統括部、プロセス産業ビジネス統括部、住建産業

ビジネス統括部に改称する。 

 

 

【流通ビジネス本部】 

従来の流通営業本部、流通統括営業部、ロジスティクスビジネス統括営業部、情報・サービス統括営

業部、リテイル第一統括営業部、リテイル第二統括営業部、ＬＡビジネス統括営業部を、それぞれ流

通ビジネス本部、流通ビジネス統括部、ロジスティクスビジネス統括部、情報・サービスビジネス統

括部、リテイル第一ビジネス統括部、リテイル第二ビジネス統括部、LＡビジネス統括部に改称する。 

 

 

 



 

 

【東京ソリューションビジネス本部】 

従来の東京ソリューション営業本部、産業ソリューション統括営業部、ネットワーク統括営業部、東

京ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部を、それぞれ東京ソリューションビジネス本部、産業ソリューシ

ョンビジネス統括部、ネットワークビジネス統括部、東京ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部に改称する。 

 

 

【公共ビジネス本部】 

従来の公共営業本部、官庁第一統括営業部、官庁第二統括営業部、公共統括営業部、自治体・文教統

括営業部、金融統括営業部、ヘルスケア統括営業部を、それぞれ公共ビジネス本部、官庁第一ビジネ

ス統括部、官庁第二ビジネス統括部、公共ビジネス統括部、自治体・文教ビジネス統括部、金融ビジ

ネス統括部、ヘルスケアビジネス統括部に改称する。 

 

 

【地域ビジネス本部】 

従来の地域営業本部、関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括営業部、関西ビジネスパートナー統括営業部、

関西産業統括営業部、関西流通統括営業部、関西公共・金融統括営業部を、それぞれ地域ビジネス本

部、関西ＧＬＯＶＩＡビジネス統括部、関西ビジネスパートナー統括部、関西産業ビジネス統括部、

関西流通ビジネス営業部、関西公共・金融ビジネス統括部に改称する。 

 

１．首都圏地区商談推進センター 

首都圏地区商談推進センターを統括部格に昇格する。 

 

２．北海道・東北地区商談推進センター 

北海道・東北地区商談推進センターを統括部格に昇格する。 

 

 

【ビジネスパートナー本部】 

従来の東京ビジネスパートナー統括営業部を、東京ビジネスパートナー統括部に改称する。 

 

 

 

II．人事異動 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

１．役員人事 

 

（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

田中
た な か

 達也
た つ や

 取締役会長 （富士通（株）） 

   

中野
な か の

 克己
か つ み

 代表取締役副会長 （富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

   

広瀬
ひ ろ せ

 敏男
と し お

 代表取締役社長 代表取締役社長 

 CHO  

 （兼）ビジネスプロデュースユニット長  

   

砂田
す な だ

 敬之
たかゆき

 代表取締役副社長 （富士通（株）） 

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

   

渡邊
わたなべ

 基
もとき

 執行役員常務 取締役兼執行役員常務 

 CFO CFO 

 経営戦略・ビジネス推進ユニット長 コーポレート本部長 

 （兼）コーポレート本部長 （兼）財務部長 

 （兼）経営戦略本部長 （兼）内部統制室担当 

 （兼）内部統制室担当 （兼）監査役室担当 

 （兼）ＳＩアシュアランス室担当  

 （兼）監査役室担当  

   

羽富
は と み

 靖彦
やすひこ

 執行役員 執行役員 

 

ビジネスプロデュースユニット副ユニット

長 ビジネスサポート本部長 

 （兼）ビジネスサポート本部長  

   

市原
いちはら

 秀一
しゅういち

 執行役員 執行役員 

 地域ビジネス本部長 東京ソリューション営業本部長 

 （兼）東京ソリューションビジネス本部長  

   

井出
い で

 博
ひろ

隆
たか

 執行役員 執行役員 

 産業ビジネス本部長 産業営業本部長 

 （兼）流通ビジネス本部長  

 

 

２．常務理事人事 

勝木
か つ き

 浩之
ひろゆき

 常務理事 常務理事 

 地域ビジネス本部副本部長（中部担当） 流通営業本部副本部長 

 （兼）中部地区商談推進センター長  

 

 

３．人事異動 

 

■経営会議直轄 

 

《ＳＩアシュアランス室》 

長屋 達雄 ＳＩアシュアランス室長 システム本部長代理（官庁・公共担当） 

 

 

【コーポレート本部】 

 

佐藤 彰彦 コーポレート本部副本部長（総務人事担当） コーポレート本部長代理 

 （兼）人事部長 （兼）人事部長 

 

《財務部》 

奥田 庫三 財務部長 財務部長代理 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

■経営戦略・ビジネス推進ユニット 

 

【ＣＩＴ推進本部】 

《システム計画室》 

池田 優仁 システム計画室長 システム企画・計画室長 

 

《システム企画・開発統括部》 

川上 勝義 システム企画・開発統括部長 システム開発統括部長 

 

《システム運用・社内ＩＴサポート統括部》 

石塚 嘉一 システム運用・社内ＩＴサポート統括部長 システム基盤サービス統括部長 

 

 

【ビジネス推進本部】 

 

《事業支援統括部》 
鈴木 秋彦 事業支援統括部長 地域営業本部 

西日本地区事業管理統括部長 
 

《ビジネス支援統括部》 
小林 秀吉 ビジネス支援統括部長 営業支援統括部長 

 

《事業管理統括部》 
辻 義明 事業管理統括部長 地域事業管理統括部長 

 

 

【ビジネスサポート本部】 

 

《業務企画統括部》 
田中 孝一 業務企画統括部長 ビジネスサポート本部 

プロジェクト統括部長（ストック業務改
善担当） 

 

《セールスアシスト統括部》 
植田 充士 セールスアシスト統括部長 ビジネスサポート本部 

プロジェクト統括部長（関西地区担当） 

  （兼）西地区セールスアシストセンター

長 

 

《シェアードサービス統括部》 
吉村 敏美 シェアードサービス統括部長 業務管理統括部長 

 

 

■ソリューションビジネスユニット 

 

【システム本部】 

佐藤 進一 システム本部長代理 

（インフラ・クラウド・ネットワーク担当） 

システム本部長代理 

（インフラ・ネットワーク・東日本地区担当） 

 （兼）ネットワークソリューションセンタ

ー長 

（兼）東日本システム統括部長 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

福永 哲也 システム本部長代理（官庁・公共担当） 官庁システム統括部長 

 

《プロジェクトマネジメント室》 

丸山 史恭 プロジェクトマネジメント室長 公共ソリューションセンター長 

 

《公共ソリューションセンター》 

田代 克彦 公共ソリューションセンター長 公共ソリューションセンター 

プロジェクト統括部長（公共・官庁市場

担当） 

 

《官庁システム統括部》 

白川 省悟 官庁システム統括部長 官庁システム統括部 

プロジェクト統括部長（公共ソリューシ

ョン担当） 

 

《東日本システム統括部》 

作田 智昭 東日本システム統括部長 民需ソリューションセンター長 

 （兼）民需ソリューションセンター長  

 

《関西システム統括部》 

四方 俊明 関西システム統括部長 関西システム統括部 

プロジェクト統括部長（関西地区担当） 

 

《中部システム統括部》 

三枝 靖則 中部システム統括部長 西日本システム統括部 

プロジェクト統括部長（民需ソリューシ

ョン担当） 

 

 

【ソリューション事業本部】 

 

《ＧＬＯＶＩＡ ＥＲＰ事業部》 

岡林 勲 ＧＬＯＶＩＡ ＥＲＰ事業部長 ＧＬＯＶＩＡ会計・人事給与事業部長 

 

 

■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】 

 

《業務支援統括部》 

高橋 正浩 業務支援統括部長 業務支援統括部管理部長 

 

 

《東京ＩＴインフラサービス統括部》 

末吉 秀次 東京ＩＴインフラサービス統括部長 東京サービスビジネス営業統括部長 

 

《関西ＩＴインフラサービス統括部》 

打田 和彦 関西ＩＴインフラサービス統括部長 関西サービスビジネス営業統括部長 

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

 

《東日本フィールドサービス統括部》 
田中 正史 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 

東京東カストマサービス部長 
 

 

【コンストラクション事業本部】 

 

島田 善行 コンストラクション事業本部長 コンストラクション事業本部長代理 

 

 

《ＩＣＴビジネス統括部》 

今林 淳 ＩＣＴビジネス統括部長 営業統括部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《エンジニアリング統括部》 

小林 元也 エンジニアリング統括部長 東エンジニアリング部長 

 

 

■ビジネスプロデュースユニット 

 

【産業ビジネス本部】 

 

《自動車ビジネス推進室》 
廣澤 里佳 自動車ビジネス推進室長 産業営業本部 

プロジェクト統括部長（自動車ビジネス
担当） 

 

 

【東京ソリューションビジネス本部】 

 

《産業ソリューションビジネス統括部》 
清水 雅史 産業ソリューションビジネス統括部長 （富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株）） （兼）東京ソリューション営業本部 
ソリューション統括営業部長 

 

《ネットワークビジネス統括部》 
直井 正弘 ネットワークビジネス統括部長 ネットワーク統括営業部長代理 

 （兼）（富士通（株））  

 

 

【公共ビジネス本部】 

 

《公共ビジネス統括部》 
吉成 一幸 公共ビジネス統括部長 金融統括営業部長代理 

 

 

《金融ビジネス統括部》 
大谷 功一 金融ビジネス統括部長 官庁第一統括営業部長代理 
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（ 氏名 ） （ 新役職名 ） （ 旧役職名 ） 

 

【地域ビジネス本部】 

 
大橋 孝一 地域ビジネス本部副本部長 

（北海道・東北担当） 
地域営業本部長代理 
（東北担当） 

 （兼）東北支社長 （兼）東北支社長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

深澤 譲 地域ビジネス本部プロジェクト統括部長 
（首都圏地区流通担当） 

南関東支社神奈川流通営業部長 

 （兼）首都圏地区商談推進センター長 （兼）（富士通（株）） 

 

《西日本地区事業管理統括部》 
目原 雅和 西日本地区事業管理統括部長 ビジネス推進本部事業支援統括部長 

 

《北海道・東北地区商談推進センター》 
多田 浩 北海道・東北地区商談推進センター長 北海道・東北地区商談推進センター長 

 

《関西地区商談推進センター》 
佐藤 完 関西地区商談推進センター長 関西ビジネスパートナー統括営業部長 

 （兼）関西ビジネスパートナー統括部長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

《西日本地区商談推進センター》 
加本 貴幸 西日本地区商談推進センター長 関西地区商談推進センター長 

 

《長野支社》 
藤田 安彦 松本支店長 関越支社新潟支店担当部長 

 （兼）（富士通（株））  

 

《南関東支社》 
滝澤 徹 多摩支店長 首都圏地区商談推進センター長 

 （兼）山梨支店長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《静岡支社》 
宮崎 功 産業ビジネス部長 産業営業部担当部長 

 （兼）浜松支店長 （兼）浜松支店担当部長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

 

《関西産業ビジネス統括部》 
林 眞 産業第二ビジネス部長 産業第二営業部長 

 （兼）神戸支店長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《関西流通ビジネス統括部》 
升田 泰光 関西流通ビジネス統括部長 東京ソリューション営業本部産業ソリュ

ーション統括営業部長 

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

 
杉浦 紳司 流通第一ビジネス部長 流通第一営業部長 

 （兼）京都支店長  

 （兼）（富士通（株））  

 

《中国支社》 
石神 順一 山口支店長 西日本地区商談推進センター担当部長 

 （兼）（富士通（株））  

   

延近 義朗 福山支店長 福山支店担当課長 

 （兼）（富士通（株））  

 

《四国支社》 
渡邉 真司 （富士通（株）） （富士通（株）） 

 （兼）高知支店長  

 

《九州支社》 
田中 良治 大分支店長 中国支社山口支店長 

 （兼）（富士通（株）） （兼）（富士通（株）） 

   

松田 忍 鹿児島支店長 宮崎支店長 

 （兼）宮崎支店長 （兼）（富士通（株）） 

 （兼）（富士通（株））  

 

 

【商品戦略推進本部】 

 

《コンサルティングサービス推進統括部》 
澤田 隆広 コンサルティングサービス推進統括部長 コンサルティングサービス推進統括部長

代理 
 

 

以 上 

 

≪訂正履歴≫ 

3月 27日 役員人事で 3か所、修正しました。 

 

① 広瀬 敏男：新役職名に、（兼）ビジネスプロデュースユニット長を追記 

② 渡邊 基 ：新役職名を、取締役執行役員常務から、執行役員常務に変更。 

      （兼）ＳＩアシュアランス室担当を追記 

③ 市原 秀一：新役職名を、東京ソリューション営業本部長から、 

            東京ソリューションビジネス本部長に変更 


