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2017年9月15日 

株式会社日立ソリューションズ 

 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 
 

株式会社日立ソリューションズ(本社：東京都品川区、取締役社長：柴原 節男／以下、日立ソリューション

ズ)は、下記のとおり機構改革および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

１．機構改革（2017年10月1日付） 

＜スマートライフソリューション事業部＞ 

 通信クラウド基盤本部にソリューション企画部を新設する。 

 ライフスタイルイノベーション本部 ワークスタイル変革ソリューション部、HR テクノロジーセンタ、リシ

テアサービス部の一部を移管し、ライフスタイルイノベーション推進部を新設する。 

 リシテアサービス部をリシテアプロダクト&サービス部に名称変更する。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 産業ソリューション本部 第3部を、サービス・インテグレーション部に統合する。 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

 企画本部 マーケットイン戦略部を事業戦略部に名称変更する。 

 

＜業務革新統括本部＞ 

 IT・情報セキュリティ本部を新設する。 

 IT・情報セキュリティ本部に、品質保証統括本部 情報セキュリティ統括センタを移管し、グループ情報

セキュリティ統括センタとする。技術革新本部 IT 企画部と経営情報システム部を移管する。技術革新

本部 グローバル基盤サービス部を移管し、基盤サービス部とする。 

 

２．人事異動（2017年10月1日付） 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

営業企画本部 

サービス・アライアンス推進部 担当部長 

通信・社会営業本部 

第1営業部 担当部長 
寺崎 央 

関西営業本部 産業システム営業部長 
関西営業本部 産業システム営業部 

第2グループ 部長代理 
島田 和茂 
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＜スマートライフソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

通信サービス本部 第2部 担当部長 
通信サービス本部 第2部 

第4グループ グループマネージャ 
柳 雅紀 

通信クラウド基盤本部長 

（兼）ソリューション企画部長 
通信クラウド基盤本部長 伊藤 裕規 

ライフスタイルイノベーション本部 

リシテアプロダクト＆サービス部長 

（兼）ライフスタイルイノベーション推進部長 

ライフスタイルイノベーション本部 

リシテアサービス部長 
笠松 哲也 

ライフスタイルイノベーション本部 

ライフスタイルイノベーション推進部 

担当部長 

ライフスタイルイノベーション本部 

ワークスタイル変革ソリューション部 

担当部長 

伊藤 直子 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

産業ソリューション本部 

サービス・インテグレーション部 担当部長 
産業ソリューション本部 第3部長 田下 隆洋 

関西産業・流通本部 第2システム部 

担当部長 

関西産業・流通本部 第2システム部 

第2グループ グループマネージャ 
大西 隆文 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

ERPソリューション本部 第2部 

担当部長 

ERPソリューション本部 第2部 

第1グループ グループマネージャ 
鈴木 啓介 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

システム基盤本部 第1部 主管技師 システム基盤本部 第4部 主管技師 渡邉 浩 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画本部 事業推進部 担当部長 企画本部 サービス部 主任技師 野中 幸重 

企画本部 事業戦略部 担当部長 企画本部 担当部長 倉本 淳二 
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異動後 異動前 氏名 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティソリューション第1部長 

（兼）セキュリティサービス部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティソリューション第1部長 
小川 清司 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第2部長 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロダクト第2部 

第4グループ グループマネージャ 

水谷 茂男 

 

＜業務革新統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

担当本部長 技術革新本部 担当本部長 安藤 潤市 

IT・情報セキュリティ本部長 
技術革新本部 

グローバル基盤サービス部長 
山口 一之 

IT・情報セキュリティ本部 

グループ情報セキュリティ統括センタ長 

品質保証統括本部 

情報セキュリティ統括センタ長 
隅垣 隆夫 

IT・情報セキュリティ本部 

経営情報システム部長 （兼）IT企画部長 
技術革新本部 IT企画部長 長 哲也 

IT・情報セキュリティ本部 

基盤サービス部長 
技術革新本部 経営情報システム部長 佐藤 広志 

プロジェクトマネジメント本部 

プロジェクトマネジメント推進部長 

プロジェクトマネジメント本部 

プロジェクトマネジメント推進部 

担当部長 

山本 琢也 

 

＜品質保証統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

ソリューション品質保証本部長 クロスインダストリ品質保証本部長 衣川 潔 

クロスインダストリ品質保証本部長 
クロスインダストリ品質保証本部 

CI品質保証部長 
井上 和隆 

クロスインダストリ品質保証本部 

CI品質保証部長 

クロスインダストリ品質保証本部 

CI品質保証部 第1グループ 

グループマネージャ 

近藤 聡 
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＜調達本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

企画・管理部長 調達部長 植田 茂 

調達部長 企画・管理部長 若土 聡 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

経営企画本部 経営企画部 担当部長 経営企画本部 経営企画部 部長代理 井上 真一 

グローバルビジネス推進本部 

経営管理部 担当部長 

グローバルビジネス推進本部 

事業推進部 担当部長 
竹内 成明 

グローバルビジネス推進本部 

担当本部長 (兼) 事業推進部長 

グローバルビジネス推進本部 

担当本部長 
丸岡 祥二 

 

＜財務本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

経理部長 本部員 佐々木 浩志 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署：経営企画本部 広報・宣伝部  担当者：竹谷、安藤 

Tel：03‐5479‐5013  Fax：03‐5780‐6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 

 

日立ソリューションズ グループは、お客様の業務ライフサイクルにわたり、豊富なソリューションを全体最適の視点で組み合

わせ、ワンストップで提供する「ハイブリッドインテグレーション」を実現します。 

 

※ ハイブリッドインテグレーションは、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。 


