
 

2019年 3月 27日 

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 

 

 

職制改正および人事異動について 
 

 

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、以下の通り

2019年 4月 1日付にて職制改正および人事異動を行います。 

 

■職制改正 

（1）品質保証本部 

・フィールドサポート部をフィールド品質保証部に名称変更する。 
 

（2）国内事業部    

・営業企画部、業務部およびソリューション本部のソリューション第 1部の一部を統合し、ビジネス企画 

部を新設する。 
＜ソリューション本部＞ 

・ブランチトランスフォーメーション推進部とソリューション第 2部およびソリューション第 4部をそれぞ

れブランチトランスフォーメーション第 1推進部、ブランチトランスフォーメーション第 2推進部および 

   ソリューション第 2部に名称変更する。 

・ブランチトランスフォーメーション推進部とソリューション第 2部のそれぞれ一部機能をソリューション

第 1部に統合する。 

・ソリューション第 3部を廃止する。 

 

（3）海外事業部 

・ペイメント事業推進部を新設する。 

・第 1営業部と第 2営業部を統合し、モジュール営業部を新設する。 
＜海外ソリューション推進本部＞ 

・チャネルソリューション推進本部を海外ソリューション推進本部に名称変更する。 

・事業推進部をチャネルソリューション推進部に名称変更する。 

・マネージドサービス事業推進本部とマネージドサービス推進部を統合し、海外ソリューション推進本

部内にマネージドサービス推進部を新設する。 
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■人事異動 ＜部長以上＞ 

 

異動後 異動前 氏名 

経営企画室経営企画部長 

兼国内事業部ソリューション第 2部担当部長 

経営企画室経営企画部長 倉田 愛一郎 

品質保証本部長 品質保証本部製品品質保証部長 

兼ハード評価課長 

津川 誠 

品質保証本部製品品質保証部長 品質保証本部フィールドサポート部国内保証

課長兼国内事業部ソリューション本部 ATM

保守推進部第 1課主任技師 

鈴木 隆生 

海外オペレーションサービス本部フロントサポート

部担当部長兼ハード開発センタプロダクトバリュー 

開発部第 1課主任技師 

ハード開発センタプロダクトバリュー開発部第

1課主任技師兼海外オペレーションサービス 

本部フロントサポート部主任技師 

稲垣 秀人 

国内事業部副事業部長 国内事業部副事業部長 

兼ソリューション本部長 

吉田 茂美 

国内事業部ソリューション本部ブランチトランスフォ 

ーメーション第 1推進部員 

国内事業部長付 松浦 信彦 

国内事業部国内営業本部担当本部長 

兼東部営業部長 

国内事業部国内営業本部担当本部長 

兼東部営業部長兼営業企画部長 

小島 克也 

国内事業部ソリューション本部長 国内事業部ソリューション本部担当本部長 加藤 圭 

国内事業部ビジネス企画部長 国内事業部業務部長兼業務第 2課長 

兼営業企画部担当部長 

藤田 裕一 

国内事業部ビジネス企画部担当部長兼第 2課長 国内事業部ソリューション本部ビジネスマネ

ジメント部長兼第 1課長兼営業企画部担当

部長 

奥村 昭一 

国内事業部国内営業本部西日本営業部長 国内事業部国内営業本部西日本営業部長

兼九州営業第 1課長 

雨森 吉宣 

国内事業部ソリューション本部ソリューション第 1 

部担当部長兼第 1課長 

国内事業部ソリューション本部ブランチトラン

スフォーメーション推進部担当部長兼第 1課 

長兼ソリューション第 3部担当部長 

今田 秀樹 

国内事業部ソリューション本部ソリューション第 1

部長兼サイバーセキュリティソリューション推進セン

タ員 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 1部長兼ソリューション第 1部管理・PM推

進課長兼サイバーセキュリティソリューション

推進センタ員 

古田 孝治 

国内事業部ソリューション本部ブランチトランスフォ

ーメーション第 2推進部長兼ソリューション第 1部

担当部長兼マーケティング課長 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 2部長兼マーケティング課長兼第 2課長 

大廻 勝 

国内事業部ソリューション本部ソリューション第 2

部デパートメントプロジェクトリーダ兼サイバーセキ

ュリティソリューション推進センタ員 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 3部長兼第 3課長 

田辺 晋 

国内事業部ソリューション本部ソリューション第 2

部長兼第 2課長兼第 3課長 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 4部長兼第 2課長 

堀田 俊宏 

国内事業部ソリューション本部ビジネスマネジメント

部長兼 ATM保守推進部長兼第 2課長 

国内事業部ソリューション本部 ATM保守推

進部長兼第 2課長兼ビジネスマネジメント部

担当部長 

水野 孝浩 
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異動後 異動前 氏名 

国内事業部ソリューション本部ビジネスマネジメント

部担当部長兼ビジネス企画部担当部長 

国内事業部営業企画部担当部長 只野 浩昭 

国内事業部ソリューション本部ビジネスマネジメント

部担当部長 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 3部担当部長兼第 1課長 

瀬尾 和哉 

国内事業部ソリューション本部 ATM保守推進部

担当部長 

国内事業部ソリューション本部ソリューション

第 3部担当部長 

小川 英樹 

海外事業部長付 

兼海外ソリューション推進本部員 

マネージドサービス事業推進本部長 吉田 靖久 

海外事業部アジア第 2本部長 

兼海外ソリューション推進本部員兼パートナー第 2

営業部長 

海外事業部アジア第 2本部パートナー第 2

営業部長兼チャネルソリューション推進本部

事業推進部員 

知田 康孝 

海外事業部長付 海外事業部海外事業戦略部長 大江 誠嗣 

海外事業部員【但し、日立グローバルライフソリュ

ーションズ株式会社出向】 

海外事業部業務部長 池田 隆一 

海外事業部海外ソリューション推進本部マネージド

サービス推進部長 

兼チャネルソリューション推進部員 

マネージドサービス事業推進本部マネージド

サービス推進部長 

濱田 英史 

海外事業部モジュール営業部担当部長 海外事業部長付 羽部 道夫 

海外事業部モジュール営業部長 海外事業部員【但し、日立金融設備系統（深

圳）有限公司出向】 

赤羽 智明 

海外事業部モジュール営業部担当部長 海外事業部第 1営業部長 

兼業務部営業支援課長 

北野 雅士 

海外事業部海外事業戦略部長 海外事業部海外事業戦略部デパートメントプ

ロジェクトリーダ兼経営企画室長付 

東馬 貴志 

海外事業部業務部長 

兼営業支援課長兼ペイメント事業推進部長 

海外事業部業務部長付 重 幸一 

海外事業部ペイメント事業推進部担当部長 

【但し､Hitachi Payment Services Private Limited

出向】 

株式会社日立製作所金融ビジネスユニット

【但し､Hitachi Payment Services Private 

Limited出向】 

下山 高寿 

トータル紙幣ソリューション事業推進本部デパート

メントプロジェクトリーダ兼事業推進部長 

トータル紙幣ソリューション事業推進本部デ

パートメントプロジェクトリーダ兼事業推進部

長兼 SE部長 

砂田 慶 

トータル紙幣ソリューション事業推進本部 SE部長 トータル紙幣ソリューション事業推進本部長

付 

堀 哲也 

ハード開発センタ長付 ハード開発センタハードソリューション開発部

長兼開発企画部担当部長 

堀場 佳夫 

ハード開発センタデパートメントプロジェクトリーダ

兼開発企画部担当部長兼国内事業部ソリューショ

ン本部ソリューション第 2部担当部長 

ハード開発センタデパートメントプロジェクトリ

ーダ兼開発企画部担当部長 

玉本 淳一 

ハード開発センタデパートメントプロジェクトリーダ

兼国内事業部ソリューション本部ソリューション第 2

部担当部長 

ハード開発センタプロダクトバリュー開発部デ

パートメントプロジェクトリーダ兼開発企画部

担当部長兼国内事業部ソリューション本部

ATM保守推進部担当部長 

高橋 透 
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異動後 異動前 氏名 

ハード開発センタ開発企画部長 ハード開発センタハードターミナル開発部長 山内 貞治 

ハード開発センタプロダクトバリュー開発部デパー

トメントプロジェクトリーダ兼開発企画部担当部長 

ハード開発センタ開発企画部長 長屋 裕士 

ハード開発センタハードターミナル開発部長 

兼海外事業部海外ソリューション推進本部チャネ

ルソリューション推進部員兼ターミナルソリューショ

ン課長 

海外事業部チャネルソリューション推進本部

事業推進部担当部長兼ターミナルソリューシ

ョン課長兼ハード開発センタハードターミナ

ル開発部担当部長 

中澤 辰行 

ハード開発センタハードターミナル開発部デパート

メントプロジェクトリーダ兼プロダクトバリュー開発部

担当部長兼国内事業部ソリューション本部 ATM

保守推進部担当部長 

ハード開発センタプロダクトバリュー開発部デ

パートメントプロジェクトリーダ 

白石 英人 

ハード開発センタハードソリューション開発部長 

兼開発企画部担当部長 

ハード開発センタメカトロ第 1開発部長 

兼開発企画担当部長兼ハードソリューション

開発部担当部長 

魚住 敦子 

ハード開発センタメカトロ第 1開発部長 ハード開発センタメカトロ第 1開発部担当部

長兼メカトロ第 1開発部第 1課長兼ハードタ

ーミナル開発部主任技師 

藤田 准司 

ハード開発センタメカトロ第 1開発部デパートメント

プロジェクトリーダ 

ハード開発センタメカトロ第 1開発部デパー

トメントプロジェクトリーダ兼メカトロ第 1開発

部第 3課長兼ハードターミナル開発部担当

部長 

枝川 敏之 

ハード開発センタメカトロ第 2開発部担当部長 

兼第 3課長兼国内事業部ソリューション本部ソリュ

ーション第 2部担当部長 

ハード開発センタメカトロ第 2開発部担当部

長兼第 3課長 

勝地 真 

ハード開発センタメカトロ第 2開発部担当部長 

兼国内事業部ソリューション本部ソリューション第 2

部担当部長 

ハード開発センタメカトロ第 2開発部担当部

長 

堀 盛豊 

ソフト開発センタ長付 

兼サイバーセキュリティソリューション推進センタ員 

ソフト開発センタデパートメントプロジェクトリ

ーダ兼ソフト第 1開発部担当部長兼サイバ

ーセキュリティソリューション推進センタ員 

山口 章 

ソフト開発センタソフト第 1開発部担当部長 ソフト開発センタソフト第 1開発部担当部長 

兼国内事業部ソリューション本部ソリューショ

ン第 1部担当部長 

佐藤 純子 

モノづくり戦略センタ長付 

兼生産企画部長 

社長付【但し、日立金融設備系統（深圳）有

限公司出向】 

池谷 昌之 

モノづくり戦略センタ生産企画部員 

【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】 

モノづくり戦略センタ生産企画部長 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、白石] 

〒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 


