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2018年 2月 22日 

報道関係各位 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 

代表取締役社長 菊地 哲 

 
組織改編及び人事異動のお知らせ 

 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長:菊地 哲、本社：東京都千代田区、略称：CTC）は、 

以下の通り組織改編と人事異動を行いますのでお知らせします。 

 

＜組織改編＞（2018年 4月 1日付） 

【流通・エンタープライズ事業グループ】 

■流通・EP第 1本部 

◇ 「サービスビジネス技術第 4部」を「サービスビジネス技術第 3部」に統合 

 

■流通・EP第 2本部 

◇ 「ソリューション企画営業部」を「エンタープライズ営業第 2部」に統合 

◇ 「パートナー営業部」を「エンタープライズ営業第 4部」に改称 

◇ 「エンタープライズ技術第 5部」を「エンタープライズ技術第 3部」に改称 

◇ 「エンタープライズ技術第 3 部」、流通・EP ビジネス企画室の「EIMANAGER ビジネス推進部」を「エンタープ

ライズ技術第 4部」に統合 

 

■流通・EP第 3本部 

◇ 「商社システム営業部」、「商社カンパニーシステム営業部」を再編し、「商社システム営業部」、「大阪カンパ

ニーシステム開発部」とする。 

◇ 「ERP ソリューション企画部」を新設 

 

■流通・EP第 4本部 

◇ 「流通・サービスシステム開発第 3 部」、「エネルギーSI 推進部」を再編し、「流通・サービスシステム開発第 1

部」、「エネルギーSI推進部」とする。 

◇ 「AIC 経営情報システム部」、「AIC ユーザーサポート部」を再編し、「AIC 情報サービス第 1 部」、「AIC 情報

サービス第 2部」とする。 

 

■流通・EP第 6本部 

◇ 「CVS システム開発第 1 部」、「CVS システム開発第 2 部」、「CVS システム運用第 1 部」、「CVS システム運

用第 2 部」を再編し、「CVS システム開発第 1 部」、「CVS システム開発第 2 部」、「生活流通基盤システム

部」、「CVSシステム運用部」とする。 

 

 

 

 



2/8 

■流通・EP第 7本部 

◇ 「自動車営業企画チーム」を「自動車営業第 1部」に統合 

◇ 「ソリューション技術チーム」を新設 

 

■ライフサイエンス事業部 

◇ 「技術開発部」を「技術開発第 1部」、「技術開発第 2部」に分割 

 

■流通・EPビジネス企画室 

◇ 「アジャイル開発推進チーム」を新設 

◇ 「ネットワークビジネス推進部」を「ネットワークビジネス推進第 1部」、「ネットワークビジネス推進第 2部」に分

割 

◇ 「プロダクトビジネス推進部」を新設 

◇ 「マーコム・ベンダーリレーション部」を新設 

◇ 経営管理グループリスクマネジメント室の「工事監理部」を編入 

 

【情報通信事業グループ】 

■情報通信第 1本部 

◇ 「新ビジネス推進部」を「通信キャリアビジネス営業第 3部」に統合 

 

■情報通信第 2本部 

◇ 「通信キャリア営業第 1 部」、「通信キャリア営業第 2 部」、「通信キャリア営業第 3 部」を再編し、「通信キャリ

ア営業第 1部」、「通信キャリア営業第 2部」とする。 

 

■情報通信事業企画室 

◇ 「クラウドソリューション企画部」を「ITビジネス推進第 1部」に改称 

◇ 「ITビジネス推進第 2部」を新設 

 

■情報通信事業グループ直下 

◇ 「プロジェクト推進チーム」を新設 

 

【広域・社会インフラ事業グループ】 

■東日本統括本部 

◇ 公益ビジネス本部の「公益営業第 1部」を「東日本営業第 1部」に改称 

◇ 公益ビジネス本部の「公益営業第 2部」を「東日本営業第 2部」に改称 

◇ 「東日本営業第 3部」を新設 

◇ 公益ビジネス本部の「公益技術第 1部」を「東日本技術第 1部」に改称 

◇ 公益ビジネス本部の「公益技術第 2部」を「東日本技術第 2部」に改称 

◇ 「東日本技術第 3部」を新設 

 

■中日本統括本部 

◇ 「中部システム技術部」を「中部技術部」に改称 
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■西日本統括本部 

◇ 「西日本営業第 2 部」、「西日本営業第 3 部」、「西日本システム技術第 2 部」を再編し、「西日本営業第 2

部」、「西日本開発部」、「西日本ソリューション推進部」とする。 

◇ 「中四国営業部」を新設 

◇ 「九州支店」を「九州営業部」に改称 

◇ 「西日本システム技術第 1部」、「九州システム技術部」を統合し、「西日本システム技術部」とする。 

◇ 「西日本ビジネス開発チーム」を新設 

 

■ビジネス開発事業部 

◇ 「官公庁ビジネス部」を新設 

◇ 「ソリューション開発チーム」を新設 

 

■広域・社会インフラ事業グループ直下 

◇ 「ビジネスデザイン部」を「マーケティング企画部」に改称 

 

【金融事業グループ】 

■金融第 2本部 

◇ 「金融ビジネス第 1部」を「金融ビジネス営業第 1部」に改称 

◇ 「金融ビジネス第 3部」を「金融ビジネス営業第 2部」に改称 

◇ 「金融ビジネス技術開発第 1部」、「金融ビジネス技術開発第 3部」と金融・公益サービス事業部の「金融・公

益サービス技術部」を再編し、「金融ビジネス技術開発第 1部」、「金融ビジネス技術開発第 3部」とする。 

 

■金融第 3事業部 

◇ 金融第 2本部の「金融ビジネス第 2部」を「金融サービス営業第 1部」、「金融サービス技術第 1部」に分割 

◇ 「金融・公益サービス営業部」を「金融サービス営業第 2部」に改称 

◇ 「金融サービス技術第 2部」を新設 

 

■金融事業グループ直下 

◇ 「金融サービス企画・推進部」を新設 

 

【ITサービスグループ】 

■クラウドサービス本部 

◇ 「クラウドソリューション営業部」を「エンタープライズクラウド営業部」に改称 

◇ 「ITサービス営業部」を「クラウド・セキュリティ営業部」に改称 

◇ アウトソーシングサービス本部の「アウトソーシングサービス営業推進部」を「データセンター営業部」に改称 

◇ 「インテグレーションサービス企画開発部」を新設 

◇ 「ITマネージドサービス企画開発部」を新設 

 

■セキュリティ・ITサービス企画本部 

◇ クラウド・セキュリティ本部の「セキュリティビジネス部」を編入 

◇ 「IT インフラビジネス推進第 1 部」、「IT インフラビジネス推進第 2 部」、「IT プラットフォームビジネス推進第

1 部」、「IT プラットフォームビジネス推進第 2 部」、「テクニカルソリューションセンター部」、「プロダクトビジネ

ス企画推進部」を再編し、「IT サービス企画推進部」、「ミドルウェア技術サポート部」、「保守サービス企画推

進部」とする。 
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■データセンターサービス本部 

◇ 「DCサービス推進部」を新設 

◇ 「DC インフラ企画開発部」を「DCサービス基盤開発部」に改称 

◇ 「アウトソーシングサービス企画統括部」を「DCサービス管理部」に改称 

 

【技術戦略グループ】 

■科学システム本部 

◇ 「建設ビジネス推進部」を新設 

◇ 「原子力・エンジニアリング部」、「科学・工学技術部」、「科学システム開発部」を再編し、「原子力・エン

ジニアリング部」、「科学・工学技術部」とする。 

◇ 「科学システムサポート部」を「アプリケーションサービス部」に改称 

 

■技術戦略グループ直下 

◇ 「IT 戦略チーム」を新設 

 

【経営管理グループ】 

■経営管理グループ直下 

◇ 「業務改革推進チーム」を廃止 

 

  



5/8 

＜人事異動＞（2018年 4月 1日付） ※フェローの人事は 2月 9日に発表済みです。 

【流通・エンタープライズ事業グループ】 

氏名 新職 現職 

山本 裕久 エンタープライズ営業第 4部長 パートナー営業部長 

田中 知樹 エンタープライズ技術第 3部長 エンタープライズ技術第 5部長 

大井 郁美 
流通・EP 第 3本部長代行 

兼 商社カンパニーシステム開発部長 

流通・EP 第 6本部長代行 

兼 食品・卸システム部長 

内藤 勉 商社システム営業部長 商社カンパニーシステム営業部長 

北野 隆 商社基盤システム開発部長  

西沢 祐司 大阪カンパニーシステム開発部長  

山崎 泰 ERP ソリューション企画部長  

西村 和 流通・サービスシステム営業第 3部長 自動車営業第 2部長 

舘 良和 流通・サービスシステム開発第 1部長 流通・サービスシステム開発第 3部長 

高橋 和也 AIC情報サービス第 1部長 AIC経営情報システム部長 

橋爪 正人 AIC情報サービス第 2部長  

飯塚 心悟 
流通・EP 第 6本部長代行 

兼 生活流通基盤システム部長 

流通・EP 第 3本部長代行 

兼 商社基盤システム開発部長 

桐田 徹也 食品・卸システム部長 商社カンパニーシステム開発部長 

中川 圭吾 CVSシステム運用部長 CVSシステム運用第 1部長 

土屋 隆司 
流通・EP 第 7本部長代行 

兼 自動車システム第 1部長 
流通・EP 第 7本部長代行 

片岡 正嘉 自動車営業第 1部長  

高岡 国博 自動車営業第 2部長 自動車営業第 1部長 

伊藤 晃規 ソリューション技術チーム長 自動車システム第 1部長 

小林 政文 ライフサイエンス営業第 2部長  

本間 昌幸 技術開発第 1部長  

遠矢 俊次 技術開発第 2部長 サービスビジネス技術第 4部長 

出口 啓 アジャイル開発推進チーム長 エンタープライズ技術第 3部長 

谷口 昌之 ネットワークビジネス推進第 1部長 ネットワークビジネス推進部長 

瀬村 修司 ネットワークビジネス推進第 2部長  

菅野 政治 プロダクトビジネス推進部長  

坪井 聡 マーコム・ベンダーリレーション部長 通信メディア営業部長 

【情報通信事業グループ】 

氏名 新職 現職 

弘田 功 基盤技術第 1部長  

中村 寛 
プロジェクト開発推進部長 

兼 プロジェクト基盤推進部長 
プロジェクト開発推進部長 

野崎 浩二 
情報通信第 2本部長代行 

兼 通信キャリア営業第 2部長 
通信キャリア営業第 2部長 

新井 晴生 通信メディア営業部長 ライフサイエンス営業第 2部長 

井上 達也 
システム技術統括部長 

兼 システム技術第 1部長 
システム技術第 1部長 

粕谷 勝昭 ITビジネス推進第 1部長 ITプラットフォームビジネス推進第 1部長 
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高橋 展宏 ITビジネス推進第 2部長 クラウドソリューション企画部長 

江守 慎一 プロジェクト推進チーム長 プロジェクト基盤推進部長 

永島 信彦 プロジェクト統括部長 
情報通信第 1本部長代行 

兼 基盤技術第 1部長 

【広域・社会インフラ事業グループ】 

氏名 新職 現職 

桜井 明 東日本統括本部長代行 中部支社長代行 

志波 真司 東日本統括本部長代行 公益ビジネス本部長代行 

小沢 恵一 
東日本統括本部長代行 

兼 東日本営業第 3部長 

東日本ビジネス本部長代行 

兼 東日本営業第 1部長 

佐藤 博 東日本営業第 1部長 公益営業第 1部長 

重政 敏文 東日本営業第 2部長 公益営業第 2部長 

岡本 憲仁 東日本技術第 1部長 公益技術第 1部長 

大久保 茂 東日本技術第 2部長 九州システム技術部長 

中間 健之 東日本技術第 3部長 東日本システム技術第 1部長 

小林 浩 中日本統括本部長代行 
情報通信第 2本部長代行 

兼 システム技術統括部長 

平田 和人 
中日本統括本部長代行 

兼 中部営業部長 
中部営業部長 

青木 孝彰 中部技術部長 公益技術第 2部長 

松隈 孝史 西日本営業第 1部長  

宮澄 克久 西日本営業第 2部長  

藤澤 敏博 
中四国支店長 

兼 中四国営業部長 
西日本営業第 1部長 

浅野 周三 
九州支店長 

兼 九州営業部長 
九州支店長 

舛岡 征浩 西日本開発部長  

川上 厚志 西日本システム技術部長 西日本システム技術第 1部長 

姫野 修二 西日本ソリューション推進部長 西日本営業第 2部長 

櫻井 哲雄 西日本ビジネス開発チーム長 西日本営業第 3部長 

針谷 常雄 ビジネス開発事業部長代行 東日本ビジネス本部長代行 

山本 憲 ビジネス開発事業部長代行 東日本ビジネス本部長 

青木 寿哉 官公庁ビジネス部長 東日本営業第 2部長 

鈴木 務 ソリューション開発チーム長  

米澤 政洋 マーケティング企画部長  

森脇 俊美 プロジェクト統括部長 中部システム技術部長 

【金融事業グループ】 

氏名 新職 現職 

加納 康也 
金融第 1本部長代行 

兼 EA・グローバル推進チーム長 
 

神谷 行仁 金融システム営業第 2部長  

田中 一守 金融システム技術開発第 1部長  

池田 和彦 金融システム技術開発第 2部長  
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渡邉 拡 金融ビジネス営業第 1部長  

力安 毅 金融ビジネス営業第 2部長 金融ビジネス第 3部長 

橋本 正浩 金融ビジネス技術開発第 1部長  

小野 雅之 金融ビジネス技術開発第 3部長 金融・公益サービス技術部長 

本多 昭義 金融第 3事業部長代行 
金融第 2本部長代行 

兼 金融ビジネス第 1部長 

山本 順一 金融サービス営業第 1部長 金融ビジネス第 2部長 

阿部 健太郎 金融サービス営業第 2部長 金融・公益サービス営業部長 

稲邑 英彰 金融サービス技術第 1部長  

織笠 隆史 金融サービス技術第 2部長  

清水 大 金融サービス企画・推進部長 金融・公益サービス企画部長 

片板 弘礎 企画統括部長  

【ITサービスグループ】 

氏名 新職 現職 

東 智之 クラウドサービス本部長代行 クラウド・セキュリティサービス本部長代行 

小佐野 誠 エンタープライズクラウド営業部長 クラウドソリューション営業部長 

本田 義隆 クラウド・セキュリティ営業部長 ITサービス営業部長 

佐々木 重人 データセンター営業部長 アウトソーシングサービス営業推進部長 

川田 聡 インテグレーションサービス企画開発部長 ITプラットフォームビジネス推進第 2部長 

佐藤 賢一 ITマネージドサービス企画開発部長 サービス推進第 2部長 

谷川 次郎 セキュリティ・ITサービス企画本部長代行 製品・保守サービス本部長代行 

児玉 孝雄 セキュリティ・ITサービス企画本部長代行  

池永 直紀 ITサービス企画推進部長 製品・保守サービス本部長代行 

佐藤 義信 ミドルウェア技術サポート部長 IT インフラビジネス推進第 2部長 

小林 健史 保守サービス企画推進部長 プロダクトビジネス企画推進部長 

斉藤 雅利 データセンターサービス本部長代行 アウトソーシングサービス本部長代行 

平田 辰則 DC サービス推進部長 サービス推進第 1部長 

杉本 大輔 DC サービス基盤開発部長 DC インフラ企画開発部長 

川元 敬三 DC サービス管理部長 アウトソーシングサービス企画統括部長 

宮坂 秀一 企画統括部長 テクニカルソリューションセンター部長 

【技術戦略グループ】 

氏名 新職 現職 

安永 文洋 
科学システム本部長 

兼 エネルギービジネス推進部長 
科学システム本部長 

相原 宏 建設ビジネス推進部長  

四方田 信行 科学・工学技術部長 科学システムサポート部長 

岩﨑 敏生 アプリケーションサービス部長 事業企画推進部長 

斉藤 伸也 事業企画推進部長  

宇津木 秀章 イノベーションパートナーズチーム長  

永田 孝哉 情報システム部長  

里見 英俊 
フェロー※ 

IT戦略チーム長 
技監 
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【グローバルビジネス推進本部】 

氏名 新職 現職 

村松 佳幸 グローバル事業開発部長 

浅倉 靖 グローバル事業統括部長 リスクマネジメント室長代行

【経営管理グループ】 

氏名 新職 現職 

岩田 泰典 事業・リスク管理部長 

佐藤 正則 
プロジェクトマネジメント室長代行 

兼 プロジェクトマネジメント部長 

金融第 1本部長代行 

兼 EA・グローバル推進チーム長 

【社長直轄組織】 

氏名 新職 現職 

櫻井 直樹 経営企画部長 通信キャリア営業第 3部長 

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

広報部 

Tel：03-6203-4100／E-mail：press@ctc-g.co.jp 


