2019 年 9 月 18 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：星野 達朗／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（2019 年 10 月 1 日付）
＜社会イノベーションシステム事業部＞


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をコネクテッドモビリティソリューショ
ン部に名称変更する。

＜産業イノベーション事業部＞


グローバル ERP ソリューション第 1 本部とグローバル ERP ソリューション第 2 本部を統合し、グロー
バル ERP ソリューション本部とする。

＜スマートライフソリューション事業部＞


通信サービス本部 メディアソリューション部をワークスタイルイノベーション本部に移管し、ワークスタ
イルソリューション部とする。



ワークスタイルイノベーション本部 MS サービス部をクラウドソリューション本部に移管する。

＜クロスインダストリソリューション事業部＞


企画本部 デジタルサービス事業推進部を新設し、事業戦略部を廃止する。



ビジネスコラボレーション本部 マーケティング推進部を新設し、空間情報ソリューション企画部を廃
止する。

２．人事異動（2019 年 10 月 1 日付）
＜営業統括本部＞
異動後
営業企画本部 営業推進部長
通信・社会営業本部
第 1 営業部 担当部長

異動前
営業企画本部 営業推進部
第 1 グループ 部長代理
営業企画本部 営業推進部長

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:https://www.hitachi-solutions.co.jp/

1

氏名
平松 耕二
佐野 進

＜産業イノベーション事業部＞
異動後
グローバル ERP ソリューション本部長

異動前
グローバル ERP ソリューション第 1 本部
長

グローバル ERP ソリューション本部

グローバル ERP ソリューション第 2 本部

担当本部長

長

氏名
大原 聡一郎
相部 竜一

＜スマートライフソリューション事業部＞
異動後
通信サービス本部 担当本部長

異動前
通信サービス本部
テレコムソリューション部長

通信サービス本部

通信サービス本部

テレコムソリューション部長

デジタルサービス部長

通信サービス本部

通信サービス本部 デジタルサービス部

デジタルサービス部長

第 1 グループ グループマネージャ

通信サービス本部

通信サービス本部 デジタルサービス部

デジタルサービス部 担当部長

第 3 グループ グループマネージャ

通信サービス本部

通信サービス本部

ビリングサービス部 担当部長

メディアソリューション部 担当部長

氏名
木次 泰之
福田 徹
上原 寛
大平 剛士
児玉 ひとみ

＜ビジネスイノベーション事業部＞
異動後

異動前

クロスマーケット・サービス本部

スマートライフソリューション事業部

クロスマーケット・サービス第 1 部

通信サービス本部

担当部長

デジタルサービス部 担当部長

クロスマーケット・サービス本部

経営戦略統括本部

クロスマーケット・サービス第 3 部

グローバルビジネス推進本部

担当部長

事業推進部 担当部長

ビジネス・プラットフォーム・サービス本部
第 1 部 担当部長

菊地 亮一

前田 高弘

ビジネス・プラットフォーム・サービス本部
第 2 部 第 1 グループ

北村 正和

グループマネージャ

ビジネス・プラットフォーム・サービス本部 ビジネス・プラットフォーム・サービス本部
第 2 部 担当部長

氏名

第 2 部 主任技師
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奥山 崇

＜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

企画本部長
（兼）デジタルサービス事業推進部長
企画本部 デジタルサービス事業推進部
担当部長
ビジネスコラボレーション本部長
（兼）マーケティング推進部長

氏名

企画本部 事業戦略部長

池田 憲治

企画本部 事業戦略部 担当部長

倉本 淳二

ビジネスコラボレーション本部長

山本 重樹

ビジネスコラボレーション本部

ビジネスコラボレーション本部

企画部 担当部長

空間情報ソリューション企画部長

ギュルテキン
バハディア

ビジネスコラボレーション本部

ビジネスコラボレーション本部

空間情報ソリューション企画部

マーケティング推進部 担当部長

萩原 修身

担当部長

＜業務革新統括本部＞
異動後

異動前

IT・情報セキュリティ本部長

IT・情報セキュリティ本部長

（兼）IT 基盤サービス部長

（兼）グローバル IT 企画部長

IT・情報セキュリティ本部 担当本部長

IT・情報セキュリティ本部 担当本部長

（兼）グローバル IT 企画部長

氏名
山口 一之
長 哲也

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本部

プロジェクトマネジメント企画部

プロジェクトマネジメント企画部長

陶山 欣厚

企画グループ グループマネージャ

＜経営戦略統括本部＞
異動後

異動前
経営企画本部

経営企画本部 経営企画部長

経営企画部 担当部長

氏名
井上 真一

＜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
Tel：03‐5479‐5013

担当者：竹谷、安藤

Fax：03‐5780‐6455

E-mail：koho@hitachi-solutions.com
以 上
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