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2016 年 3 月 29 日 

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 
 
 

職制改正並びに人事異動について 
 

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社（代表取締役社長：下條 哲司）は、下記の通り

2016 年 4 月 1 日付にて職制改正並びに人事異動を行います。 
 
■職制改正 
（１）人事総務本部 

 ・人事勤労部と法務部を統合し、人事・法務部を新設する。 

 

（２）品質保証本部 

 ・国内サポート部と海外サポート部を統合し、フィールドサポート部を新設する。 

 

（３）アドバンスト・ソリューション推進本部 

 ・アドバンスト・ソリューション推進本部を廃止する。 

 

（４）保守推進本部 

 ・保守推進本部を新設する。国内事業部ソリューション本部保守サービス部、海外事業部海外商

品・保守戦略本部保守戦略部、ハード開発センタ開発企画本部グローバルカスタマサービス開発

部を統合・分割し、保守推進本部に新設する国内保守推進部と海外保守推進部に移管する。 

 

（５）国内事業部 

 ・国内営業本部営業推進部を廃止する。 

 ・パートナー営業本部パートナー第 1 営業部とパートナー第 2 営業部を統合し、パートナー営業 

部を新設する。 

 ・ソリューション本部金融ソリューション第 1 部に、金融ソリューション第 2 部とアドバンスト・ソリュー 

ション推進本部アドバンスト・ソリューション推進部の一部を統合する。 

 ・金融ソリューション第 2 部に、ソリューション本部マーケティング部とエンジニアリング推進部を統 

合する。 

 

（６）海外事業部 

・海外商品・保守戦略本部を廃止する。商品戦略部とアドバンスト・ソリューション推進本部アドバン

スト・ソリューション推進部の一部を、新設する商品化推進部に移管する。 

・アジア第 1 本部戦略部を廃止する。営業部と SE 部を統合し、営業 SE 部を新設する。 

・アジア第 2 本部において SE 部と戦略部を統合し、SE・業務部を新設する。営業部をパートナー 

営業部に名称変更する。 

 

（７）ハード開発センタ 

・新商品開拓部を新設し、新商品開拓本部を移管する。 

・装置機器開発本部 VEC 推進部を開発企画本部開発企画部に統合する。 

 

（８）ソフト開発センタ 

・ソフト第 2 開発部の一部をソフト第 1 開発部に移管する。 

・ソフト第 3 開発部をソフト第 2 開発部に統合する。 
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■人事異動 ＜部長以上＞ ※（ ）内は前職 
▽常務執行役員（社長付【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】） 世良聡司 

▽常務執行役員／海外事業部長（執行役員／海外事業部長） 村山孝吉 

▽執行役員／国内事業部長（株式会社日立製作所 情報・通信システム社） 長谷川篤 

▽社長付（常務執行役員／国内事業部長） 大友直樹 

 

▽社長付【但し、Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.出向】（主管技師長） 林誠 
▽海外事業部副事業部長兼ハード開発センタ長付兼保守推進本部員（海外事業部副事業部長

兼海外商品・保守戦略本部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部員兼ハード開発センタ長

付） 吉田茂美 
▽ハード開発センタ副センタ長兼開発企画本部長（ハード開発センタ副センタ長兼開発企画本部

長兼アドバンスト・ソリューション推進本部員） 石原隆基 
▽ソフト開発センタ長（ソフト開発センタ長兼アドバンスト・ソリューション推進本部員） 嶋内浩 
▽社長付（主管技師長） 岡本隆一 
▽国内事業部長付（国内事業部副事業部長） 松浦信彦 

 
▽保守推進本部長兼海外保守推進部長（アドバンスト・ソリューション推進本部長兼アドバンスト・

ソリューション推進管理部長） 寺本正人 
▽国内事業部国内営業本部長兼国内事業部長付（国内事業部国内営業本部長）  

鳥飼秀行 
▽国内事業部国内営業本部副本部長兼首都圏営業部長（国内事業部国内営業本部副本部長

兼営業推進部長兼首都圏営業部長） 長崎昌嗣 

▽国内事業部ソリューション本部長兼金融ソリューション第 1 部長兼保守推進本部員（国内事業 
部ソリューション本部長兼金融ソリューション第 1 部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部員）

里本勝弘 

▽海外事業部アジア第 1 本部長（海外事業部アジア第 1 本部長兼営業部長） 中谷禎弘 

▽ハード開発センタ長付兼新商品開拓部長兼メカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部担当部長（ハ

ード開発センタ新商品開拓本部長兼新商品開発部長兼メカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部担

当部長） 小野本竜一 
▽調達本部長兼保守推進本部員（調達本部長兼ハード開発センタ装置機器開発本部 VEC 推

進部担当部長） 伊藤博康 
 

▽人事総務本部長付（人事総務本部法務部長兼東京総務課長） 田中泰英 

▽人事総務本部人事・法務部長兼庶務課長兼監査役室員（人事総務本部人事勤労部長兼人

事・教育課長兼勤労・海外課長兼監査役室員） 島野英一 

▽品質保証本部フィールドサポート部担当部長（品質保証本部国内サポート部長） 星幸宏 

▽品質保証本部フィールドサポート部長兼海外保証課長（品質保証本部海外サポート部長兼海 

外保証課長） 杉山健治 

▽品質保証本部フィールドサポート部長付（海外事業部海外商品・保守戦略本部長付）  
前嶋幹夫 

▽保守推進本部国内保守推進部長（国内事業部ソリューション本部保守サービス部長）  
大村正利 

▽保守推進本部国内保守推進部担当部長（国内事業部ソリューション本部保守サービス部担当

部長） 岡村寛治 
▽保守推進本部国内保守推進部担当部長（国内事業部ソリューション本部保守サービス部担当

部長） 竹村正雄 
▽保守推進本部長付兼ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部担当部長（海外事

業部海外商品・保守戦略本部長付兼ハード開発センタ開発企画本部グローバルカスタマサー

ビス開発部担当部長） 門脇稔 
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▽保守推進本部海外保守推進部担当部長兼海外保守運用サービス課長（海外事業部海外商

品・保守戦略本部保守戦略部長） 井戸恒夫 
▽保守推進本部長付（ハード開発センタ開発企画本部長付） 佐藤鎭雄 
▽国内事業部パートナー営業本部長付兼保守推進本部員（国内事業部パートナー営業本部長 

付） 寺本悟郎 

▽国内事業部パートナー営業本部パートナー営業部長（国内事業部パートナー営業本部パート 

ナー第 1 営業部長） 柳川勝美 

▽国内事業部パートナー営業本部パートナー営業部担当部長（国内事業部パートナー営業本部 

パートナー第 2 営業部長） 瀬尾和哉 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 2 部長兼金融ソリューション第 2 部第 3 課

長（国内事業部ソリューション本部マーケィングﾞ部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部アド

バンスト・ソリューション推進部員） 大廻勝 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部担当部長（国内事業部ソリューション本

部金融ソリューション第 1 部担当部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部アドバンスト・ソリュ

ーション推進部員） 松浦収 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部担当部長（国内事業部ソリューション本

部金融ソリューション第 2 部長） 藤波政孝 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部担当部長（国内事業部ソリューション本

部金融ソリューション第 2 部担当部長） 古田孝治 

▽国内事業部ソリューション本部長付（国内事業部ソリューション本部エンジニアリング推進部長） 
  小林伸 
▽海外事業部商品化推進部担当部長（アドバンスト・ソリューション推進本部アドバンスト・ソリュー

ション推進部長兼第 2 課長） 濱田英史 
▽海外事業部商品化推進部長兼ハード開発センタ装置機器開発本部長付（海外事業部海外商

品・保守戦略本部商品戦略部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部アドバンスト・ソリューシ

ョン推進部員兼ハード開発センタ装置機器開発本部長付） 矢住和行 
▽海外事業部商品化推進部担当部長（海外事業部海外商品・保守戦略本部保守戦略部担当部

長） 宮垣和幸 
▽海外事業部アジア第 1 本部長付【但し、Hitachi Terminal Solutions India Pvt. Ltd.出向】

（海外事業部アジア第 1 本部長付【但し、Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.出向】）  
西村勝之 

▽海外事業部アジア第 1 本部営業 SE 部長兼ソフト開発センタソフト第 1 開発部担当部長（海外

事業部アジア第 1 本部 SE 部長兼戦略部長） 沖田昌也 
▽海外事業部アジア第 1 本部長付【但し、Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.出向】（ハー

ド開発センタ装置機器開発本部装置開発部長） 堀哲也 
▽海外事業部アジア第 2 本部パートナー営業部長（海外事業部アジア第 2 本部営業部長）  

田中司郎 
▽海外事業部アジア第 2 本部 SE・業務部長（海外事業部アジア第 2 本部 SE 部長兼戦略部長） 

礒部誠 
▽ハード開発センタメカトロ開発本部長付（株式会社日立製作所 研究開発グループ） 玉本淳一 
▽ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部長（ハード開発センタメカトロ開発本部メ

カトロ第 1 開発部長兼第 1 開発課長） 魚住敦子 
▽ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 3 開発部担当部長（ハード開発センタ開発企画本

部グローバルカスタマサービス開発部担当部長兼メカトロ第 3 開発部担当部長兼アドバンスト・

ソリューション推進本部アドバンスト・ソリューション推進部員） 原孝志 
▽ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 3 開発部長兼新商品開拓部担当部長（ハード開

発センタメカトロ開発本部メカトロ第 3 開発部長兼 新商品開拓本部モジュール商品開拓部長）  
堀場佳夫 
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▽ハード開発センタ開発企画本部員（ハード開発センタ装置機器開発本部 VEC 推進部担当部 
長） 上村敏朗 

▽ハード開発センタ開発企画本部長付兼開発企画本部開発企画部担当部長（ハード開発センタ

装置機器開発本部 VEC 推進部長） 松井昌司 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部装置開発部長兼新商品開拓部担当部長兼保守推進本部

員（ハード開発センタ開発企画本部長付兼グローバルカスタマサービス開発部長兼装置機器

開発本部装置開発部担当部長兼海外事業部海外商品・保守戦略本部保守戦略部担当部長） 

山田浩史 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部装置開発部担当部長兼開発企画本部開発企画部担当部

長（ハード開発センタ装置機器開発本部装置開発部担当部長兼 VEC 推進部担当部長）  
白石英人 

▽ハード開発センタ装置機器開発本部エレキ開発部担当部長兼開発企画本部開発企画部担当

部長（ハード開発センタ装置機器開発本部エレキ開発部担当部長兼 VEC 推進部担当部長）  
高橋秀樹 

▽ハード開発センタ装置機器開発本部員【但し、一般財団法人工業所有権協力センター出向】

（ハード開発センタ装置機器開発本部長付兼海外事業部海外商品・保守戦略本部商品戦略部

担当部長） 野村訓弘 
▽ソフト開発センタソフト戦略企画部担当部長兼ソフト戦略企画課長（ソフト開発センタソフト第 1

開発部員【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】） 山口章 
▽ソフト開発センタソフト第 1 開発部長兼海外事業部商品化推進部担当部長（ソフト開発センタソ 

フト第 1 開発部長兼海外事業部海外商品･保守戦略本部商品戦略部担当部長） 冨永朝之 
▽ソフト開発センタソフト第 2 開発部長兼保守推進本部員（ソフト開発センタソフト第 3 開発部長 

兼ソフト第 2 開発部長兼アドバンスト・ソリューション推進本部アドバンスト・ソリューション推進部

員） 寺田裕彦 
▽調達本部調達第 1 部長（調達本部調達第 1 部長兼アライアンス課長） 大西聡 
▽調達本部調達第 2 部長兼グローバルソーシング課長兼ハード開発センタ開発企画本部開発 

企画部担当部長（調達本部調達第 2 部長兼グローバルソーシング課長） 入江政規 
▽生産管理部長（生産管理部員【但し、Hitachi Terminals Mechatronics Philippines  

Corporation 出向】） 鈴木勝博 
 
 
■お問い合わせ先 
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 経営企画室 経営企画部 [担当：二木、大畑] 
〒141-8576 東京都品川区大崎一丁目 6 番 3 号 大崎ニューシティ 3 号館 
TEL:03-5719-6009（ダイヤルイン） 

以 上 
 


