
 

 
2010 年 9 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（代表取締役社長兼 CEO：堀 一哉）は、下記の

通り 2010 年 10 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 
＜事業部相当組織＞ 

 ・国内自動機事業部と端末システム事業部を統合し、国内事業部を新設する。 

 ・海外自動機事業部、アドバンスト・テクノロジ事業部とカードリーダ部門を統合し、海外事業部を新

設する。 

 ・各事業部の開発部門と開発センタはそれぞれ新設するハード開発センタ、ソフト開発センタに集

約する。 

＜本部相当組織＞ 

（１）国内事業部 

 ・事業企画本部並びに国内営業本部、パートナー営業本部、ソリューション本部を新設する。 

（２）ハード開発センタ 

 ・装置機器開発本部を新設する。 

＜部相当組織＞ 

（１）経営戦略室 

 ・IT 推進部とビジネスプロセス改革部を統合し､BPR 推進部とする。 

（２）国内事業部 

 ・事業企画本部に事業企画部と営業企画部を新設する。 

 ・国内自動機事業部国内営業ソリューション本部の首都圏営業部、東部営業部、西部営業部、西

日本営業部、MA 営業部を国内営業本部に移管する。 

 ・国内自動機事業部国内営業ソリューション本部の日立営業ソリューション部を日立営業推進部に

名称変更の上、パートナー営業本部に移管する。尚、日立営業ソリューション部のソリューション

機能をもって、ソリューション本部金融ソリューション 2 部を新設する。 

 ・端末システム事業部応用端末営業ソリューション 1 部をパートナー営業部に名称変更の上、パー

トナー営業本部に移管する。尚、応用端末営業ソリューション 1 部のソリューション機能はソリュー

ション本部応用ソリューション部に、日立商流の販売推進機能はパートナー営業本部日立営業

推進部にそれぞれ移管する。 

 ・端末システム事業部金融営業店システム本部金融企画部をソリューション本部に移管する。   

 ・端末システム事業部金融営業店システム本部金融ソリューション 1 部をソリューション本部に移管

する。 
 ・端末システム事業部応用端末ソリューション 2 部を応用ソリューション部に名称変更の上、ソリュ

ーション本部に移管する。尚、日立商流販売推進機能はパートナー営業本部日立営業推進部に

移管する。 
 ・国内自動機事業部商品開発本部第 4 開発部をサービス部に名称変更の上、ソリューション本部

に移管する。 
 ・国内自動機事業部国内営業ソリューション本部のエンジニアリング推進部をソリューション本部に

移管する。 
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（３）海外事業部 

 ・海外自動機事業部第 1 営業部、第 2 営業部、海外マーケティング部をもって､第 1 営業部､第 2
営業部､海外マーケティング部とする。 

 ・アドバンスト・テクノロジ事業部マーケティング部と端末システム事業部応用デバイス営業部の

営業機能を統合し、デバイス営業部を新設する。 

 ・海外自動機事業部中国営業部と海外 SE 部の中国対応機能を統合し、中国営業部とする。 

 ・海外 SE 部を海外自動機 SE 部に名称変更する。 

 ・アドバンスト・テクノロジ事業部マーケティング部のマーケティング機能とアドバンスト・テクノロジ

事業部営業技術部の SE 機能を統合し、指静脈認証 SE 部を新設する。 

 ・海外自動機事業部業務部とアドバンスト・テクノロジ事業部営業技術部の企画･管理機能､端末シ

ステム事業部応用デバイス営業部の企画･管理機能を統合し、業務部とする。 

（４）ハード開発センタ 

 ・開発センタの技術企画機能と自動機事業及び端末システム事業のハード開発企画機能を統合し、

開発企画部を新設する。 

 ・VEC 標準化推進部のメカ部品標準化推進機能と VEC 推進機能をもって、VEC 推進部とする。

尚、エレキ・エレキモジュールおよび AW 部隊はエレキ開発部に移管する。 

 ・開発センタ技術戦略部をハード開発センタに移管する。 

 ・装置機器開発本部に海外機器開発部､国内機器開発部､エレキ開発部､筐体開発部を新設する。 

 ・センシング第 1 開発部、センシング第 2 開発部、センシング第 3 開発部､メカトロ第 1 開発部､メ

カトロ第 2 開発部､メカトロ第 3 開発部､応用モジュール開発部を新設する。 

（５）ソフト開発センタ 

 ・ソフト開発企画部、ソフト第 1 開発部、ソフト第 2 開発部、ソフト第 3 開発部、ソフト第 4 開発部を

新設する。 

 
 
■人事異動 ＜部長以上＞ ※（ ）内は前職 

▽常務執行役員（常務執行役員／国内自動機事業部長） 鈴木悌二 
▽業務執行役員／国内事業部長兼事業企画本部長（業務執行役員／アドバンスト・テクノロジ事

業部長兼経営戦略室長付） 江勝弘 
▽業務執行役員／ハード開発センタ長兼 HiQCD 推進プロジェクトリーダ（業務執行役員／開発

センタ長） 濱崎敏也 
▽業務執行役員／海外事業部長（業務執行役員／海外自動機事業部長兼海外マーケティング

部長兼業務部長） 八木鉄也 
▽業務執行役員／国内事業部国内営業本部長（業務執行役員／国内自動機事業部国内営業ソ

リューション本部長兼エンジニアリング推進部長） 坂本正彦 
▽業務執行役員／人事総務本部長兼勤労部長（業務執行役員／人事総務本部長） 浅野和則 
▽業務執行役員／国内事業部副事業部長（業務執行役員／端末システム事業部長兼金融営業

店システム本部長） 谷口弘幸 
 
▽社長付兼品質保証本部員（主管技師長兼品質保証本部員兼 HiQCD 推進プロジェクトリーダ）  

藤岡良記 
▽主管技師長兼品質保証本部員兼ソフト開発センタ員（主管技師長兼品質保証本部員兼開発セ

ンタ共通ソフト開発部長） 林誠 
▽国内事業部副事業部長兼ソリューション本部長（端末システム事業部副事業部長） 松浦信彦 
▽海外事業部副事業部長（海外自動機事業部長付） 松浦邦尚 
▽海外事業部長付【但し、日立（中国）有限公司出向】（海外自動機事業部長付【但し、日立（中

国）有限公司出向】） 村山孝吉 
▽ソフト開発センタ長兼 HiQCD 推進プロジェクト員（国内自動機事業部商品開発本部長兼

HiQCD 推進プロジェクト員兼開発センタ員） 岡本隆一 
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▽品質保証本部副本部長（品質保証本部副本部長兼製品品質保証部長） 中ノ森一広 
▽品質保証本部副本部長兼 HiQCD 推進プロジェクト員（主管技師兼品質保証本部員兼

HiQCD 推進プロジェクト担当部長） 古谷要 
▽国内事業部国内営業本部副本部長兼東部営業部長兼東北営業課長（国内自動機事業部国

内営業ソリューション本部副本部長兼東部営業部長兼東北営業課長） 鳥飼秀行 
▽国内事業部パートナー営業本部長（端末システム事業部長付） 瀬戸壮一 
▽ハード開発センタ長付兼メカトロ第 1 開発部長兼 HiQCD 推進プロジェクト員（開発センタコア

技術第 1 開発部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長） 加藤利一 
▽ハード開発センタ長付（国内自動機事業部商品開発本部第 1 開発部長） 改井瑞樹 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部長兼国内事業部ソリューション本部金融企画部担当部長

（端末システム事業部商品開発本部第 2 開発部長兼金融営業店システム本部金融企画部担

当部長） 吉田茂美 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部副本部長兼海外機器開発部長兼海外事業部長付兼ソフ

ト開発センタソフト第 3 開発部担当部長（国内自動機事業部商品開発本部副本部長兼第 5 開

発部長兼海外自動機事業部長付兼海外 SE 部長兼開発センタ員） 前田章 
▽ソフト開発センタ長付兼 HiQCD 推進プロジェクト員（端末システム事業部商品開発本部長兼

金融営業店システム本部副本部長兼開発センタ員兼 HiQCD 推進プロジェクト員） 本間宏 
▽ソフト開発センタ長付兼ソフト第 3 開発部長（国内自動機事業部商品開発本部第 3 開発部長

兼第 5 開発部担当部長兼開発センタ共通ソフト開発部担当部長） 嶋内浩 
 
▽経営戦略室長付（経営戦略室員【但し、株式会社日立総合計画研究所出向】） 松井良一 
▽経営戦略室長付兼トレサビリティシステム構築プロジェクト担当部長（経営戦略室 CSR 推進部

長兼環境保全課長兼トレサビリティシステム構築プロジェクト担当部長） 尾迫茂樹 
▽経営戦略室 CSR 推進部長兼経営企画部担当部長（経営戦略室ビジネスプロセス改革部長兼 

経営企画部担当部長兼 CSR 推進部担当部長兼業務推進課長兼輸出管理課長） 森田政宏 
▽経営戦略室 BPR 推進部長兼トレサビリティシステム構築プロジェクト担当部長兼 HiQCD 推進

プロジェクト担当部長（経営戦略室 IT 推進部長兼トレサビリティシステム構築プロジェクト担当

部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長） 松川亮 
▽経営戦略室 BPR 推進部担当部長兼トレサビリティシステム構築プロジェクト生産タスクチーム

担当課長（経営戦略室 IT 推進部第 1 課長兼トレサビリティシステム構築プロジェクト生産タスク

チーム担当課長兼ビジネスプロセス改革部担当課長） 伊藤慎一 
▽財務本部財務部担当部長（財務本部財務部担当部長兼経営戦略室ビジネスプロセス改革部

担当部長） 内海和彦 
▽品質保証本部製品品質保証部長（品質保証本部製品品質保証部担当部長兼システム・ソフト

評価課長） 今井康彦 
▽国内事業部事業企画本部事業企画部長（端末システム事業部事業企画部長） 野口裕文 
▽国内事業部事業企画本部営業企画部長兼経営戦略室 BPR 推進部担当部長（国内自動機事

業部事業企画部長兼業務推進課長） 浅田一正 
▽国内事業部国内営業本部首都圏営業部長（国内自動機事業部国内営業ソリューション本部首

都圏営業部長兼首都圏営業 1 課長） 長崎昌嗣 
▽国内事業部国内営業本部西部営業部長（国内自動機事業部国内営業ソリューション本部西部

営業部長） 大越吾朗 
▽国内事業部国内営業本部西日本営業部長（国内自動機事業部国内営業ソリューション本部西

日本営業部長） 須藤不二雄 
▽国内事業部国内営業本部 MA 営業部長（国内自動機事業部国内営業ソリューション本部 MA

営業部長） 井澤茂樹 
▽国内事業部パートナー営業本部長付（端末システム事業部金融営業店システム本部長付）  

秋田健治 
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▽国内事業部パートナー営業本部日立営業推進部長（国内自動機事業部国内営業ソリューショ

ン本部日立営業ソリューション部担当部長） 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（端末システム事業部応用端末営業ソリュ

ーション 1 部長） 飯田和邦 
▽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兼営業第 2 課長（端末システム事

業部応用端末営業ソリューション 1 部担当部長兼営業第 2 課長） 柳川勝美 
▽国内事業部ソリューション本部長付（国内自動機事業部国内営業ソリューション本部長付）  

玉本清司 
▽国内事業部ソリューション本部金融企画部長（端末システム事業部金融営業店システム本部金

融企画部長） 山田啓一 
▽国内事業部ソリューション本部金融企画部担当部長（端末システム事業部金融営業店システム

本部金融ソリューション 1 部ソリューション 1 課長） 濱田英史 
▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション 1 部長（端末システム事業部金融営業店シス

テム本部金融ソリューション 1 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 1 部担当部長（端末システム事業部金融営業

店システム本部金融ソリューション 1 部担当部長） 大村正利 
▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション 2 部長（国内自動機事業部国内営業ソリュー

ション本部日立営業ソリューション部長） 里本勝弘 
▽国内事業部ソリューション本部応用ソリューション部長（端末システム事業部応用端末営業ソリュ

ーション 2 部長） 寺本正人 
▽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（国内自動機事業部国内営業ソリュー

ション本部エンジニアリング推進部担当課長） 小林伸 
▽国内事業部ソリューション本部サービス部長兼ソフト開発センタソフト第 2 開発部担当部長（国

内自動機事業部商品開発本部第 4 開発部長兼開発企画部担当部長） 吉田靖久 
▽海外事業部長付【但し、日立（中国）有限公司出向】（海外自動機事業部長付【但し、日立（中

国）有限公司出向】） 池田隆一 
▽海外事業部長付【但し、日立（中国）有限公司出向】（海外自動機事業部長付【但し、日立（中

国）有限公司出向】） 波多野敬司 
▽海外事業部長付【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】（海外自動機事業部長付

【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】） 井戸恒夫 
▽海外事業部長付【但し、日立（中国）有限公司出向】（海外自動機事業部長付【但し、日立（中

国）有限公司出向】） 後藤康夫 
▽海外事業部長付【但し、日立（中国）有限公司出向】（海外自動機事業部長付【但し、日立（中

国）有限公司出向】） 知田康孝 
▽海外事業部第 1 営業部長（海外自動機事業部第 1 営業部長） 羽部道夫 
▽海外事業部第 2 営業部長（海外自動機事業部第 2 営業部長兼第１課長）  西村勝之 
▽海外事業部デバイス営業部長（端末システム事業部応用デバイス営業部長兼管理課長）  

加藤英二 
▽海外事業部中国営業部長兼第 2 課長（海外自動機事業部中国営業部長） 宮崎均 
▽海外事業部海外マーケティング部長（海外自動機事業部海外マーケティング部担当課長兼ア

ドバンスト・テクノロジ事業部マーケティング部担当課長） 倉田愛一郎 
▽海外事業部海外自動機 SE 部長兼海外自動機 SE 部第 2 課長兼中国営業部担当部長兼 SE

課長（海外自動機事業部海外 SE 部員【但し、日立（中国）有限公司出向】） 田中高一 
▽海外事業部海外自動機 SE 部担当部長兼第１課長（海外自動機事業部海外 SE 部担当部長）

宮垣和幸 
▽海外事業部指静脈認証 SE 部長（アドバンスト・テクノロジ事業部営業技術部長兼事業企画課

長） 野村訓弘 
▽海外事業部業務部長（海外自動機事業部業務部担当課長） 中谷禎弘 
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▽ハード開発センタ主管技師兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長（開発センタ主管技師兼

VEC・標準化推進部担当部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長） 佐藤鎭雄 
▽ハード開発センタ主管技師（開発センタ主管技師） 吉田和司 
▽ハード開発センタ主管技師兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長（開発センタ VEC・標準化推

進部担当課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当課長） 大山清治 
▽ハード開発センタ開発企画部長兼センシング第 3 開発部長兼第 2 開発課長（開発センタ技術

企画部長） 石原隆基 
▽ハード開発センタ VEC 推進部長兼経営戦略室ＣＳＲ推進部担当部長（開発センタ VEC・標準

化推進部長兼経営戦略室ビジネスプロセス改革部担当部長兼ＣＳＲ推進部担当部長）  
杉浦冬樹 

▽ハード開発センタ技術戦略部長（開発センタ技術戦略部長） 上村敏朗 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部国内機器開発部長兼第 1 開発課長（国内自動機事業部

商品開発本部第 2 開発部長兼第 1 開発課長） 山田浩史 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部国内機器開発部担当部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担

当部長（端末システム事業部商品開発本部第 2 開発部担当部長兼 HiQCD 推進プロジェクト

担当部長） 柘植英一 
▽ハード開発センタ装置機器開発本部エレキ開発部長兼 VEC 推進部担当部長兼 HiQCD 推

進プロジェクト担当部長（国内自動機事業部商品開発本部第 2 開発部担当部長兼第 2 開発

課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長兼開発センタ VEC・標準化推進部担当部長）  
田崎俊彦 

▽ハード開発センタ装置機器開発本部筐体開発部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長兼ト

レサビリティシステム構築プロジェクト設計タスクチーム担当課長（国内自動機事業部商品開発

本部第 1 開発部第 1 開発課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当課長兼トレサビリティシステム

構築プロジェクト設計タスクチーム担当課長） 松井昌司 
▽ハード開発センタセンシング第 1 開発部長（開発センタコア技術第 2 開発部長兼第 3 開発課

長） 久保一郎 
▽ハード開発センタセンシング第 2 開発部長（アドバンスト・テクノロジ事業部商品開発部長兼端

末システム事業部商品開発本部第 2 開発部担当部長） 杉山健治 
▽ハード開発センタメカトロ第 1 開発部担当部長兼第 2 開発課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担

当部長（開発センタコア技術第 1 開発部第 2 開発課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当課長

兼海外自動機事業部海外マーケティング部担当課長） 小野本竜一 
▽ハード開発センタメカトロ第 1 開発部担当部長兼第 1 開発課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担

当部長（開発センタコア技術第 1 開発部第 1 開発課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当課長） 

門脇稔 
▽ハード開発センタメカトロ第 2 開発部長（開発センタコア技術第 3 開発部長） 末松孝二 
▽ハード開発センタメカトロ第 3 開発部長（開発センタコア技術第 1 開発部担当部長） 堀場佳夫 
▽ハード開発センタメカトロ第 3 開発部担当部長（端末システム事業部商品開発本部第 1 開発部

長） 前嶋幹夫 
▽ハード開発センタ応用モジュール開発部長（端末システム事業部商品開発本部第 1 開発部担

当部長） 松本啓 
▽ハード開発センタ応用モジュール開発部担当部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長（端末

システム事業部商品開発本部第 1 開発部担当課長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当課長） 
高橋透 

▽ソフト開発センタソフト開発企画部長兼業務課長兼ハード開発センタ開発企画部担当部長（端

末システム事業部商品開発本部開発企画部長兼開発センタ技術企画部担当部長） 
岡崎憲一 
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▽ソフト開発センタソフト開発企画部担当部長兼 SP 課長兼ソフト第 1 開発部担当部長（国内自

動機事業部商品開発本部第 3 開発部第 4 開発課長兼開発センタ共通ソフト開発部担当課長

兼 SP 課長） 加門己八 
▽ソフト開発センタソフト第 1 開発部長兼ソフト第 2 開発部担当部長（国内自動機事業部商品開

発本部第 3 開発部担当部長兼開発センタ共通ソフト開発部担当部長） 赤尾俊和 
▽ソフト開発センタソフト第 2 開発部長兼ソフト開発企画部担当部長兼ハード開発センタ開発企

画部担当部長（国内自動機事業部商品開発本部開発企画部長兼第 4 開発部担当部長兼開

発センタ技術企画部担当部長） 寺田裕彦 
▽ソフト開発センタソフト第 4 開発部長（端末システム事業部商品開発本部第 3 開発部長兼開発

センタ共通ソフト開発部担当部長） 町田勇 
▽生産センタ生産技術部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長兼トレサビリティシステム構築プ

ロジェクト担当部長兼ハード開発センタ開発企画部担当部長（生産センタ生産技術部長兼経営

戦略室ビジネスプロセス改革部担当部長兼 HiQCD 推進プロジェクト担当部長兼トレサビリティ

システム構築プロジェクト担当部長兼開発センタ技術企画部担当部長） 池谷昌之 
▽生産センタ資材部長兼ハード開発センタ VEC 推進部担当部長（生産センタ資材部長兼開発

センタ VEC・標準化推進部担当部長） 藤本聡 
 
 

 
 
■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 経営戦略室 経営企画部 [担当：二木] 
〒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 
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