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2017年3月9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4月1日付） 

 業務改革統括本部を廃止する。 

 通信・メディアシステム事業部をスマートライフソリューション事業部に名称変更する。 

 技術統括本部を業務革新統括本部に名称変更する。 

 経営戦略統括本部を新設する。 

 

＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

 産業イノベーション事業部 モビリティソリューション本部を移管する。 

 社会イノベーション基盤開発本部 第1部に、第2部とモビリティソリューション本部 インフォテインメントソリ

ューション部の一部を統合する。 

 モビリティソリューション本部 オートモティブソリューション部に社会イノベーション基盤開発本部 第1部の

一部を統合する。 

 モビリティソリューション本部に、IT プラットフォーム事業部 ストレージ開発本部の一部を移管し、プラットフ

ォーム開発部とする。 

 

＜営業統括本部＞ 

 営業企画本部 企画部を分割し、営業推進部と営業戦略部とする。ソリューションマーケティング部とセール

スサポート部を再編し、拡販戦略推進部とハイブリッドインテグレーション推進部とする。サービスビジネス推

進部をサービス・アライアンス推進部に名称変更する。 

 産業・流通第1営業本部を産業営業本部に名称変更する。産業営業第1部、産業営業第2部、産業営業第

4部、産業営業第5部、Dynamics営業部を、それぞれ第1営業部、第2営業部、第3営業部、第4営業

部、Microsoft&Dynamics営業部に名称変更する。 

 産業・流通第 2営業本部を流通・サービス営業本部に名称変更する。流通営業第 1部、流通営業第 2部、

ビジネスソリューション部を、それぞれ第1営業部、第2営業部、第3営業部とする。 

 デジタルイノベーション営業本部を新設し、ハイブリッドセールス推進センタを移管する。産業・流通第 1 営

業本部 産業営業第 3部を移管し、ゼネラルマーケット営業部とする。産業・流通第 1営業本部 リシテア営
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業部と産業・流通第 2 営業本部 ビジネスイノベーション部を移管して統合し、社会イノベーション営業部と

する。 

 パートナー営業本部 第 1部を第 1営業部に名称変更する。同本部 第 2部を分割し、第 2営業部と第 3

営業部とパートナーコンタクトセンタとする。 

 中部営業本部 トヨタ営業部を自動車営業部に名称変更する。 

 関西営業本部にMcframe拡販センタを新設する。 

 

＜スマートライフソリューション事業部＞ 

 企画部に事業開発部を統合する。 

 通信サービス本部 第4部と第5部を統合し、第3部とする。通信アプリケーション基盤本部 第1部と第2

部を統合、移管し、第4部とする。 

 通信クラウド基盤本部 OA基盤部、関西・中部ネットワークセキュリティ部、サービスビジネス第1部、サービ

スビジネス第 2部を、それぞれクラウドプラットフォーム部、関西システムインテグレーション部、MSソリュー

ション部、サービスビジネス部に名称変更する。通信アプリケーション基盤本部 第 3部と第 4部を統合、移

管し、アプリケーション基盤部とする。 

 ライフスタイルイノベーション本部を新設する。通信サービス本部 第 3 部を移管し、ワークスタイル改革ソリ

ューション部とする。デジタルイノベーション部を新設する。クロスインダストリソリューション事業部 オフィス

マネージメントソリューション本部 オフィスデータビジネス部を移管し、HR テクノロジーセンタとする。同事

業部 同本部のHRソリューション部とリシテア部を移管して再編し、リシテアサービス部、リシテアソリューシ

ョン部とする。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 IoTソリューション推進センタを新設する。 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

 ビジネス・アプリケーション本部を分割、再編し、デジタルソリューション本部、ビジネス・アプリケーション第1

本部、ビジネス・アプリケーション第2本部とする。 

 デジタルソリューション本部に、IT プラットフォーム事業部 システム基盤本部 第 2 部の一部を移管し、デ

ジタルソリューション部とする。 

 ビジネス・アプリケーション第 1 本部に、ビジネス・アプリケーション本部 ビジネスソリューション部を分割し

て、ビジネス・ソリューション第1部とビジネス・ソリューション第2部とする。同本部に、ビジネス・アプリケーシ

ョン本部 セールスフォース部を移管する。 

 ビジネス・アプリケーション第2本部に、ビジネス・アプリケーション本部 ポイント・決済ソリューション部、ビッ

グデータ・ソリューション部を移管し、ポイント・決済ソリューション部、BI・ソリューション部とする。 

 



 
3 

本社    〒１４０-０００２ 東京都品川区東品川四丁目１２番７号 

Tel:０３-５７８０-２１１１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.hitachi-solutions.co.jp/ 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

 QTATソリューション化推進部をソリューションビジネス推進部に名称変更する。 

 運用管理システム本部 第5部を第2部に名称変更する。 

 システム基盤本部に、運用管理システム本部 第2部を移管し、第3部とする。ストレージ開発本部 第2部

の一部を移管し、第4部とする。 

 ITソリューションサービス本部を新設する。運用管理システム本部 第4部の一部を移管し、第1部とする。

同本部 第 6部を移管し、第 2部とする。イノベーションコンサルティング本部を廃止し、同本部 プロダクト

ビジネス部をプロセスコンサルティング部に統合する。システム基盤本部 第 2部の一部を移管し、ITソリュ

ーション部とする。 

 

＜クロスインダストリソリューション事業部＞ 

 企画本部 保守サービス部をサービス部に名称変更する。 

 セキュリティソリューション本部 セキュリティ企画部をセキュリティプロフェッショナルセンタに名称変更する。

セキュリティサービス部を新設する。 

 ビジネスコラボレーション本部 オープンイノベーション戦略部、AIソリューション推進センタを、それぞれ企

画部、AI・デジタルソリューション部に名称変更する。 

 空間情報リューション本部 ソリューションビジネス部をセーフティ&セキュリティソリューション部に名称変更

する。ロケーションビジネス部とスマートインフラソリューション部を統合し、スマートインフラビジネス部とす

る。 

 

＜業務革新統括本部＞ 

 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を分割し、プロジェクトマネジメント企画部とプ

ロジェクトマネジメント推進部とする。 

 技術開発本部と IT本部を統合し、技術革新本部とする。技術企画部を新設する。IT本部 グループ IT企

画部をIT企画部に名称変更する。技術開発本部 生産技術部とHCDセンタを統合し、戦略技術部とする。

プロジェクトマネジメント本部 知財管理部を移管する。 

 

＜品質保証統括本部＞ 

 技術統括本部 情報セキュリティ統括センタを移管する。 

 ソリューション品質保証本部 通信品質保証部をＳＬ品質保証部に名称変更する。 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

 経営企画本部とグローバル事業本部を移管し、経営企画本部、グローバルビジネス推進本部とする。 

 経営企画本部にビジネス戦略部を新設する。 
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 グローバル事業本部 経営企画管理部を経営管理部に名称変更する。同本部 中国部を事業推進部に統

合する。 

 

２．人事異動（2017年4月1日付） 

＜社会イノベーションシステム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

社会イノベーション基盤開発本部 

第1部長 

社会イノベーション基盤開発本部 第2部 

第3グループ グループマネージャ 
山崎 典之 

社会イノベーション基盤開発本部 

第1部 主管技師 

社会イノベーション基盤開発本部 

第2部 主管技師 
鶴田 誠也 

社会イノベーション基盤開発本部 

第1部 担当部長 

産業イノベーション事業部 

モビリティソリューション本部 

インフォテインメントソリューション部 

担当部長 

日下 英志 

モビリティソリューション本部 担当本部長 
ITプラットフォーム事業部 

ストレージ開発本部長 
佐藤 孝夫 

モビリティソリューション本部 担当部長 
社会イノベーション基盤開発本部 

第2部長 
岸本 喜次 

モビリティソリューション本部 

オートモティブソリューション部長 

社会イノベーション基盤開発本部 

第1部長 
佐藤 賢 

モビリティソリューション本部 

オートモティブソリューション部 担当部長 

ITプラットフォーム事業部 

ストレージ開発本部 第1部長 
堀内 一郎 

モビリティソリューション本部 

プラットフォーム開発部長 

ITプラットフォーム事業部 

ストレージ開発本部 第1部 担当部長 
深谷 透 

 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副統括本部長 

（兼）営業企画本部長 

産業・流通第1営業本部長 

（兼）営業企画本部長 
高橋 賢二 

営業企画本部 営業戦略部長 
ハイブリッドセールス推進センタ 

戦略グループ 部長代理 
秦 和男 

営業企画本部 拡販戦略推進部長 
営業企画本部 

ソリューションマーケティング部 担当部長 
此内 優 
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異動後 異動前 氏名 

営業企画本部 

ハイブリッドインテグレーション推進部長 

営業企画本部 

マーケティングコミュニケーション部長 

（兼）サービスビジネス推進部長 

野田 勝義 

営業企画本部 

ハイブリッドインテグレーション推進部 

担当部長 

営業企画本部 

セールスサポート部 担当部長 
阿井 一仁 

営業企画本部 

サービス・アライアンス推進部長 

営業企画本部 サービスビジネス推進部 

第1グループ 部長代理 
上原 勝也 

営業企画本部 

マーケティングコミュニケーション部長 

営業企画本部 

マーケティングコミュニケーション部 

担当部長 

藤井 千絵 

産業営業本部長 
産業・流通第2営業本部 

流通営業第1部長 
寺田 誠 

流通・サービス営業本部 第1営業部長 
産業・流通第2営業本部 

流通営業第1部 担当部長 
萬屋 龍也 

流通・サービス営業本部 第2営業部長 
産業・流通第2営業本部 

流通営業第2部 担当部長 
大橋 正幸 

デジタルイノベーション営業本部長 

ハイブリッドセールス推進センタ長 

（兼）営業企画本部 

ソリューションマーケティング部長 

野村 文雄 

デジタルイノベーション営業本部 

ゼネラルマーケット営業部長 

（兼）ハイブリッドセールス推進センタ長 

産業・流通第1営業本部 

産業営業第3部長 
河田 一 

デジタルイノベーション営業本部 

社会イノベーション営業部長 

産業・流通第2営業本部 

ビジネスイノベーション部長 
大立 良夫 

デジタルイノベーション営業本部 

社会イノベーション営業部 担当部長 

産業・流通第1営業本部 

リシテア営業部長 
野本 正樹 

パートナー営業本部 第2営業部長 パートナー営業本部 第2部 担当部長 佐野 進 

パートナー営業本部 第3営業部長 パートナー営業本部 第2部長 平岡 仁司 

パートナー営業本部 

第3営業部 担当部長 
営業企画本部 企画部 担当部長 竹澤 智 

パートナー営業本部 

パートナーコンタクトセンタ長 
パートナー営業本部 第2部 担当部長 元永 久司 

中部営業本部長 （兼）浜松営業部長 中部営業本部 産業営業部長 関野 知紀 
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異動後 異動前 氏名 

中部営業本部 自動車営業部 担当部長 
中部営業本部 トヨタ営業部 

第1グループ 部長代理 
齋藤 洋一 

中部営業本部 産業営業部長 
中部営業本部 

流通・ソリューション営業部長 
中島 史郎 

中部営業本部 

流通・ソリューション営業部長 
中部営業本部 浜松営業部長 鈴木 正光 

関西営業本部 Mcframe拡販センタ長 
関西営業本部 産業システム営業部 

第1グループ 部長代理 
川村 陸 

 

＜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 

事業部長 クロスインダストリソリューション事業部長 石原 繁樹 

企画部長 
クロスインダストリソリューション事業部 

企画本部 事業推進部長 
橋本 和広 

企画部 担当部長 事業開発部長 宋 永敏 

通信サービス本部長 

通信アプリケーション基盤本部長 

（兼）通信アプリケーション基盤本部 

第4部長 

田屋 秀樹 

通信サービス本部 担当本部長 通信サービス本部 第1部長 古本 欣也 

通信サービス本部 第1部長 通信アプリケーション基盤本部 第1部長 木次 泰之 

通信サービス本部 第2部 担当部長 通信サービス本部 第1部 担当部長 菊地 亮一 

通信サービス本部 第3部長 通信サービス本部 第4部長 中村 勉 

通信サービス本部 第3部 担当部長 通信サービス本部 第5部長 柏木 晃 

通信サービス本部 第4部長 通信アプリケーション基盤本部 第2部長 今村 勝久 

通信サービス本部 第4部 主管技師 
通信アプリケーション基盤本部 

第2部 主管技師 
和仁 賢治 

通信クラウド基盤本部 担当本部長 通信サービス本部長 野口 善之 

通信クラウド基盤本部 主管技師 
通信クラウド基盤本部 

OA基盤部 主管技師 
金井 伸介 

通信クラウド基盤本部 

関西システムインテグレーション部長 

通信クラウド基盤本部 

関西・中部ネットワークセキュリティ部 

関西ネットワークセキュリティ第2グループ 

グループマネージャ 

黒枝 雅樹 
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異動後 異動前 氏名 

通信クラウド基盤本部 

アプリケーション基盤部長 
通信アプリケーション基盤本部 第3部長 津野 哲也 

通信クラウド基盤本部 

アプリケーション基盤部 担当部長 

通信アプリケーション基盤本部 

第4部 担当部長 
月浦 博利 

通信クラウド基盤本部 

アプリケーション基盤部 担当部長 

通信アプリケーション基盤本部 第3部 

第4グループ グループマネージャ 
河野 実 

ライフスタイルイノベーション本部長 
クロスインダストリソリューション事業部 

ビジネスコラボレーション本部長 
三原 丈英 

ライフスタイルイノベーション本部 

ワークスタイル改革ソリューション部長 
通信サービス本部 第3部長 坂口 直樹 

ライフスタイルイノベーション本部 

ワークスタイル改革ソリューション部 

担当部長 

通信サービス本部 第3部 担当部長 伊藤 直子 

ライフスタイルイノベーション本部 

デジタルイノベーション部長 

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長 
小山 善直 

ライフスタイルイノベーション本部 

HRテクノロジーセンタ長 

クロスインダストリソリューション事業部 

オフィスマネージメントソリューション本部 

オフィスデータビジネス部長 

盛井 恒男 

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 

クロスインダストリソリューション事業部 

オフィスマネージメントソリューション本部 

HRソリューション部長 

笠松 哲也 

ライフスタイルイノベーション本部 

リシテアソリューション部長 

クロスインダストリソリューション事業部 

オフィスマネージメントソリューション本部 

リシテア部長 

橋爪 徹雄 

 

＜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 担当本部長 

（兼）IoTソリューション推進センタ長 
関西産業・流通本部長 池谷 誠一郎 

産業ソリューション本部 第3部長 産業ソリューション本部 第2部 担当部長 田下 隆洋 

中部産業・流通本部長 産業ソリューション本部 担当本部長 高橋 修一 

中部産業・流通本部 

トヨタビジネス推進部 担当部長 

中部産業・流通本部 トヨタビジネス推進部 

第3グループ グループマネージャ 
宮本 望 

関西産業・流通本部長 中部産業・流通本部長 水野 元博 
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＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

ビジネス・アプリケーション第2本部長 

（兼）企画本部長 
ビジネス・アプリケーション本部長 渡部 二郎 

企画本部 企画部長 
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部長 
赤川 明 

デジタルソリューション本部長 
ビジネス・アプリケーション本部 

ポイント・決済ソリューション部長 
内藤 英樹 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビッグデータ・ソリューション部長 
松村 幸治 

ビジネス・アプリケーション第1本部長 
ビジネス・アプリケーション本部 

担当本部長 
小川 健一 

ビジネス・アプリケーション第1本部 

担当部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビジネス・ソリューション部 担当部長 
西田 富美男 

ビジネス・アプリケーション第1本部 

担当部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

担当部長 
加藤 光春 

ビジネス・アプリケーション第1本部 

ビジネス・ソリューション第2部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビジネス・ソリューション部 第3グループ 

グループマネージャ 

林 和久 

ビジネス・アプリケーション第2本部 

ポイント・決済ソリューション部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ポイント・決済ソリューション部 担当部長 
吉村 誠司 

ビジネス・アプリケーション第2本部 

ポイント・決済ソリューション部 担当部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビジネス・ソリューション部 担当部長 
中谷 省太郎 

ビジネス・アプリケーション第2本部 

BI・ソリューション部長 

ビジネス・アプリケーション本部 

ビジネス・ソリューション部 担当部長 
田嶋 孝次 

ビジネス・プラットフォーム本部 

第2部 担当部長 

ビジネス・プラットフォーム本部 第1部 

第1グループ グループマネージャ 
植月 健二 

ERPソリューション本部 

第1部 担当部長 

産業イノベーション事業部 

関西産業・流通本部 第2システム部員 
橋本 和明 
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＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副事業部長 

株式会社日立製作所 ICT事業統括本部 

サービスプラットフォーム事業本部 

IoT・クラウドサービス事業部 事業主管 

（兼）Lumada SoEプロジェクト室 副室長 

尾花 学 

運用管理システム本部 第3部長 
運用管理システム本部 第3部 

第2グループ グループマネージャ 
小西 勉 

システム基盤本部 第1部長 システム基盤本部 第1部 担当部長 村木 隆仁 

システム基盤本部 第4部長 ストレージ開発本部 第2部長 水森 源宏 

システム基盤本部 第4部 主管技師 ストレージ開発本部 主管技師 渡邉 浩 

ITソリューションサービス本部長 運用管理システム本部 第3部長 月折 郷子 

ITソリューションサービス本部 

担当本部長 

イノベーションコンサルティング本部 

担当本部長（兼）プロダクトビジネス部長 
川名 雅彦 

ITソリューションサービス本部 

第2部長（兼）第1部長 
運用管理システム本部 第6部長 鰐部 陽一 

ITソリューションサービス本部 

ITソリューション部長 
システム基盤本部 第2部 担当部長 川下 靖司 

 

＜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 

執行役員 事業部長 通信・メディアシステム事業部長 平野 仁一 

企画本部 事業推進部長 通信・メディアシステム事業部 企画部長 花岡 孝史 

企画本部 マーケットイン戦略部長 
企画本部 

マーケットイン戦略部 担当部長 
池田 憲治 

セキュリティソリューション本部長 

（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長 宇佐見 憲司郎 

セキュリティソリューション本部 

セキュリティサービス部 担当部長 

セキュリティソリューション本部 

先端セキュリティ開発部 担当部長 
中川 友二 

セキュリティソリューション本部 

担当本部長 

（兼）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 

担当本部長 
加藤 哲哉 

ビジネスコラボレーション本部長 
オフィスマネージメントソリューション本部

長 
山本 重樹 
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異動後 異動前 氏名 

ビジネスコラボレーション本部 

企画部 担当部長 

ビジネスコラボレーション本部 

担当部長 
中川 浩一 

ビジネスコラボレーション本部 

AI・デジタルソリューション部長 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部長 
濱田 智孝 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部長 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部 担当部長 
松本 秀樹 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部 担当部長 

ビジネスコラボレーション本部 

フロントソリューション部 主任技師 
中川 真一 

空間情報ソリューション本部 

スマートインフラビジネス部長 

空間情報ソリューション本部 

スマートインフラソリューション部長 

（兼）ロケーションビジネス部長 

萩原 修身 

 

＜業務革新統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

統括本部長 プロジェクトマネジメント本部長 角田 文広 

プロジェクトマネジメント本部長 

（兼）プロジェクトマネジメント推進部長 

ビジネスイノベーション事業部 

企画本部長 
小野田 光善 

プロジェクトマネジメント本部 技術部長 

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 

第1グループ 部長代理 

百々 博之 

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企画部長 

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長 
清水 亮治 

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 

品質保証統括本部 

ソリューション品質保証本部 

産イ品質保証部長 

山本 琢也 

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 

産業イノベーション事業部 

産業ソリューション本部 第1部 担当部長 
金房 徹郎 

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 

ビジネスイノベーション事業部 

ビジネス・アプリケーション本部 担当部長 
山口 武彦 

技術革新本部長（兼）技術企画部長 技術開発本部長（兼）HCDセンタ長 千種 実 

技術革新本部 担当本部長 IT本部長 安藤 潤市 

技術革新本部 技術企画部 主管技師 技術開発本部 生産技術部 主管技師 新海 良一 

技術革新本部 戦略技術部長 技術開発本部 生産技術部長 細美 彰宏 

技術革新本部 戦略技術部 主管技師 技術開発本部 HCDセンタ 主管技師 齋藤 明 
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＜品質保証統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

QAセンタ長 QAセンタ 担当部長 下谷 潤 

情報セキュリティ統括センタ長 
クロスインダストリ品質保証本部 

CI品質保証部長 
隅垣 隆夫 

ソリューション品質保証本部 

産イ品質保証部長 
QAセンタ長 松本 道春 

ソリューション品質保証本部 

BI品質保証部長 

技術統括本部 

情報セキュリティ統括センタ長 
長岡 智子 

クロスインダストリ品質保証本部 

CI品質保証部長 

ソリューション品質保証本部 

BI品質保証部長 
井上 和隆 

 

＜調達本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

担当本部長 
株式会社日立製作所 ICT事業統括本部 

調達本部 調達企画部長 
高取 寿 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 統括本部長 

（兼）経営企画本部長 
執行役員 経営企画本部長 紅林 徹也 

経営企画本部 ビジネス戦略部長 
営業統括本部 

営業企画本部 企画部 担当部長 
小泉 章二 

経営企画本部 ビジネス戦略部 担当部長 
営業統括本部 

営業企画本部 セールスサポート部長 
住澤 妙 

グローバルビジネス推進本部長 グローバル事業本部員 山口 浩太 

グローバルビジネス推進本部 

事業推進部長 

株式会社日立製作所 ICT事業統括本部 

経営戦略統括本部 事業戦略本部 

地域事業推進部員 

福田 裕司 

 

＜財務本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

担当本部長 
株式会社日立製作所 ICT事業統括本部 

財務本部 営業業務部長 
青木 和良 

経理部 担当部長 経理部 原価第1グループ 部長代理 加藤 浩一 
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＜人事総務本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

担当本部長（兼）人事部長 人事部長 井上 正人 

 

＜監査室＞ 

異動後 異動前 氏名 

室長 技術統括本部長 石川 明 

部長 財務本部 経理部 担当部長 宮内 雅啓 

 

＜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。 


