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2017 年 3 月 28 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：下條 哲司）は、下記の通り

2017 年 4 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 
（1）国内事業部 

・国内営業本部に拡販推進部、首都圏第 2 営業部、パートナー営業部を新設し、国内事業部の一部、 

国内営業本部 MA 営業部、パートナー営業本部パートナー営業部をそれぞれの部に移管する。 

国内営業本部首都圏営業部を首都圏第 1 営業部に名称変更する。 

・ソリューション本部にブランチトランスフォーメーション推進部、金融ソリューション第 3 部、ビジネスマ

ネジメント部、ATM 保守推進部を新設し、ブランチトランスフォーメーション推進部と金融ソリューショ

ン第 3 部に、ソリューション本部金融ソリューション第 1 部の一部を再編して移管する。ビジネスマネ

ジメント部と ATM 保守推進部に、パートナー営業本部日立営業推進部、保守推進本部国内保守推

進部をそれぞれ移管する。 

 

（2）海外事業部 

・アジア第 1 本部に営業部を新設し、営業 SE 部の一部を移管する。 

・アジア第 2 本部において、パートナー営業部をパートナー第 1 営業部に名称変更し、海外事業部 

第 1 営業部をアジア第 2 本部に新設するパートナー第 2 営業部に移管する。 

・商品化推進部、アジア第 1 本部営業 SE 部、アジア第 2 本部 SE・業務部の一部を統合し、海外事 

業部に新設する SE 部に再編する。 

・中国営業部を第 1 営業部に名称変更する。 

 

（3）ハード開発センタ 

・新商品開拓部、開発企画本部センシング開発部、装置機器開発本部を統合して、ハードソリューショ 

ン開発本部を新設する。ハードソリューション開発本部内に、自動機システム開発部、カレンシー技 

術開発部、エレキ開発部を設置する。 

・開発企画本部開発企画部とメカトロ開発本部の一部を統合して、開発企画部を新設する。 

・メカトロ開発本部メカトロ第 3 開発部をモジュールソリューション開発部に名称変更する。 

 

（4）モノづくり戦略センタ 

・生産管理部、調達本部を統合して、モノづくり戦略センタを新設する。モノづくり戦略センタ内に調達 

本部、グローバル SCM 改革本部、生産企画部を新設し、調達本部に調達第 1 部、調達第 2 部を、 

グローバル SCM 改革本部に SCM 改革部をそれぞれ設置する。 

 

（5）海外オペレーションサービス本部 

・海外オペレーションサービス本部を新設する。保守推進本部海外保守推進部と品質保証本部フィー

ルドサポート部の一部を統合し、海外オペレーションサービス本部に新設する戦略部とフロントサポ

ート部に移管する。 

 

（6）マネージドサービス事業推進本部 

・マネージドサービス事業推進本部を新設し、海外事業部から一部機能を移管する。 

 

（7）トータル紙幣ソリューション事業推進本部 

・トータル紙幣ソリューション事業推進本部を新設し、新商品事業開拓プロジェクトを移管する。 
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■人事異動 ＜部長以上＞ ※（ ）内は前職 
▽常務執行役員／モノづくり戦略センタ長（常務執行役員／社長付） 世良聡司 

▽常務執行役員／海外事業部長兼マネージドサービス事業推進本部員（常務執行役員／海外事

業部長） 村山孝吉 

 
▽社長付（株式会社日立製作所 ICT 事業統括本部） 山口博 

▽社長付【但し、日立金融設備系統（深圳）有限公司出向】（社長付【但し、日立ターミナルメカトロニ

クス株式会社出向】） 池谷昌之 

▽主管技師長（社長付【但し、Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.出向】） 林誠 

▽国内事業部副事業部長（海外事業部副事業部長兼ハード開発センタ長付兼保守推進本部員） 

吉田茂美 

▽ハード開発センタ副センタ長兼トータル紙幣ソリューション事業推進本部長兼 SE 部長（ハード開

発センタ副センタ長兼開発企画本部長兼新商品事業開拓プロジェクトリーダ） 石原隆基 

▽ソフト開発センタ長兼ソフト戦略企画部長（ソフト開発センタ長） 嶋内浩 

 

▽人事総務本部長（株式会社日立製作所 ICT 事業統括本部） 伊藤雅夫 

▽海外オペレーションサービス本部長（保守推進本部長） 寺本正人 

▽国内事業部国内営業本部担当本部長兼首都圏第 1 営業部長（国内事業部国内営業本部副本

部長兼首都圏営業部長） 長崎昌嗣 

▽国内事業部国内営業本部担当本部長兼首都圏第 2 営業部長（国内事業部パートナー営業本部

長） 飯田和邦 

▽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長兼金融ソリューション第 1 部長

兼保守推進本部員） 里本勝弘 

▽海外事業部アジア第 2 本部長兼アジア第 2 本部営業支援課長兼マネージドサービス事業推進

本部員（海外事業部アジア第 2 本部長） 後藤康夫 

▽マネージドサービス事業推進本部長（国内事業部長付【但し、株式会社日立製作所 金融ビジネス

ユニット出向】） 吉田靖久 

▽ハード開発センタ長付兼ハードソリューション開発本部カレンシー技術開発部担当部長兼メカトロ

開発本部メカトロ第 1 開発部担当部長（ハード開発センタ長付兼新商品開拓部長兼メカトロ開発

本部メカトロ第 1 開発部担当部長兼新商品事業開拓プロジェクトサブリーダ） 小野本竜一 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部長（ハード開発センタ装置機器開発本部長）  

平田良一 

▽モノづくり戦略センタ調達本部長兼海外オペレーションサービス本部員（調達本部長兼保守推進

本部員） 伊藤博康 

▽モノづくり戦略センタグローバル SCM 改革本部長（社長付【但し、日立金融設備系統（深圳）有限

公司出向】） 野口裕文 

 

▽監査部担当部長（監査部担当課長） 吉井敏憲 

▽財務本部長付（財務本部財務部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】）  

市岡正之 

▽人事総務本部 CSR 推進部長（人事総務本部人事・法務部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス

株式会社出向】） 水野己代治 

▽人事総務本部人事・法務部長兼監査役室員（人事総務本部人事・法務部長兼庶務課長兼監査

役室員） 島野英一 

▽品質保証本部製品品質保証部担当部長（品質保証本部製品品質保証部員【但し、日立ターミナ

ルメカトロニクス株式会社出向】） 伊藤真司 

▽品質保証本部長付（品質保証本部製品品質保証部担当部長） 楠元文男 

▽品質保証本部製品品質保証部担当部長（品質保証本部製品品質保証部システム・ソフト評価第

1 課長） 野々村好通 
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▽品質保証本部製品品質保証部長兼ハード評価課長（品質保証本部製品品質保証部ハード評価

課長） 津川誠 

▽品質保証本部フィールドサポート部長（品質保証本部フィールドサポート部担当部長） 星幸宏 

▽海外オペレーションサービス本部戦略部長兼ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 1 開発

部担当部長（保守推進本部海外保守推進部長兼海外保守運用サービス課長兼ハード開発センタ

メカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部担当部長） 門脇稔 

▽海外オペレーションサービス本部フロントサポート部長兼品質保証本部フィールドサポート部担当

部長兼海外保証課長（品質保証本部フィールドサポート部長兼海外保証課長） 杉山健治 

▽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品質保証本部フィールドサポート

部担当部長（品質保証本部フィールドサポート部員【但し、中電金融設備系統（深圳）有限公司出

向】） 土川祐司 

▽国内事業部ソリューション本部 ATM 保守推進部担当部長兼第 2 課長（保守推進本部国内保守

推進部長） 竹村正雄 

▽国内事業部ソリューション本部 ATM 保守推進部担当部長兼第 1 課長（保守推進本部国内保守

推進部担当部長） 岡村寛治 

▽国内事業部国内営業本部拡販推進部長兼第 1 課長（国内事業部拡販推進プロジェクトユニットプ

ロジェクトリーダ） 森宏之 

▽国内事業部国内営業本部パートナー営業部長兼第 1 課長兼トータル紙幣ソリューション事業推進

本部担当部長（国内事業部国内営業本部 MA 営業部長兼新商品事業開拓プロジェクトサブリー

ダ） 浜地光一郎 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 3 部担当部長（国内事業部パートナー営業本

部長付） 小川英樹 

▽国内事業部ソリューション本部長付（国内事業部パートナー営業本部長付兼保守推進本部員） 

寺本悟郎 

▽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 課長兼国内営業本部拡販推進部

担当部長（国内事業部パートナー営業本部日立営業推進部長兼第 3 課長） 奥村昭一 

▽国内事業部ソリューション本部 ATM 保守推進部長兼ビジネスマネジメント部担当部長（国内事業

部パートナー営業本部日立営業推進部第 1 課長兼保守課長兼保守推進本部国内保守推進部

主任技師） 水野孝浩 

▽国内事業部国内営業本部首都圏第 2 営業部担当部長（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） 瀬尾和哉 

▽国内事業部国内営業本部パートナー営業部担当部長（国内事業部パートナー営業本部パートナ

ー営業部長） 柳川勝美 

▽国内事業部ソリューション本部長付（国内事業部ソリューション本部主管技師） 土谷一彦 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部担当部長兼管理課長（国内事業部ソリュ

ーション本部金融ソリューション第 1 部担当部長） 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第 3 部長兼第 3 課長兼 ATM 保守推進部担当

部長（国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部担当部長） 田辺晋 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部長（国内事業部ソリューション本部金融ソリ

ューション第 1 部担当部長） 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推進部長（国内事業部ソリューショ

ン本部金融ソリューション第 1 部担当部長） 松浦収 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 3 部担当部長兼第 1 課長兼 ATM 保守推進

部担当部長（国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部第 1 課長兼保守推進本部

国内保守推進部員） 今田秀樹 

▽国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 2 部長兼第 2 課長（国内事業部ソリューション

本部金融ソリューション第 2 部長兼第 3 課長） 大廻勝 

▽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（国内事業部ソリューション本部応用ソリュー

ション部長兼第 3 課長） 加藤圭 
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▽海外事業部第 1 営業部長兼業務部営業支援課長（海外事業部中国営業部長） 北野雅士 

▽海外事業部アジア第 2 本部長付（海外事業部第 1 営業部長） 宮崎均 

▽海外事業部アジア第 2 本部パートナー第 2 営業部長（海外事業部第 1 営業部担当部長）  

知田康孝 

▽海外事業部業務部長（海外事業部業務部長兼業務企画第 1 課長）  島原一紹 

▽海外事業部長付（海外事業部アジア第 1 本部長付【但し、株式会社日立製作所 金融ビジネスユ

ニット出向】） 加藤英二 

▽海外事業部アジア第 1 本部営業部長（海外事業部アジア第 1 本部営業 SE 部部長代理兼業務

支援課長） 中村哲也 

▽海外事業部アジア第 2 本部長付（海外事業部アジア第 2 本部パートナー営業部長） 田中司郎 

▽海外事業部アジア第 2 本部パートナー第 1 営業部長（海外事業部アジア第 2 本部パートナー営

業部担当課長） 磯田陽一 

▽海外事業部 SE 部長兼海外オペレーションサービス本部戦略部員（海外事業部アジア第 2 本部

SE・業務部長） 礒部誠 

▽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（海外事業部商品化推進部担当

部長） 濱田英史 

▽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（新商品

事業開拓プロジェクトデパートメントプロジェクトリーダ） 砂田慶 

▽トータル紙幣ソリューション事業推進本部長付（新商品事業開拓プロジェクトリーダ付） 前田章 

▽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（新商品事業開拓プロジ

ェクト事業推進チームユニットプロジェクトリーダ） 不破正造 

▽ハード開発センタ主管技師兼開発企画部担当部長（ハード開発センタ主管技師兼開発企画本部

開発企画部担当部長） 大山清治 

▽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（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本部開発企画部担当部長）  吉田和司 

▽ハード開発センタ開発企画部デパートメントプロジェクトリーダ（ハード開発センタ開発企画本部デ

パートメントプロジェクトリーダ兼開発企画本部開発企画部担当部長） 松井昌司 

▽ハード開発センタ開発企画部長（ハード開発センタ開発企画本部開発企画部長） 長屋裕士 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部カレンシー技術開発部長（ハード開発センタ開発

企画本部センシング開発部長） 久保一郎 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部カレンシー技術開発部デパートメントプロジェクトリ

ーダ（ハード開発センタ開発企画本部センシング開発部デパートメントプロジェクトリーダ兼新商品

事業開拓プロジェクト SE チーム主任技師） 高田義広 

▽ハード開発センタメカトロ開発本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

開発センタメカトロ開発本部デパートメントプロジェクトリーダ） 高橋透 

▽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ハードソリューション開発本部エレキ開発部担

当部長（ハード開発センタメカトロ開発本部長付） 玉本淳一 

▽ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 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 開発課長（ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 1 開発部担当部長兼メカトロ

第 1 開発部第 3 開発課長） 枝川敏之 

▽ハード開発センタメカトロ開発本部メカトロ第 2 開発部担当部長兼第 1 開発課長（ハード開発セン

タメカトロ開発本部メカトロ第 2 開発部第 1 開発課長兼開発企画本部開発企画部 VEC 推進課主

任技師） 堀盛豊 

▽ハード開発センタメカトロ開発本部モジュールソリューション開発部長（ハード開発センタメカトロ開

発本部メカトロ第 3 開発部長兼新商品開拓部担当部長） 堀場佳夫 

▽ハード開発センタメカトロ開発本部モジュールソリューション開発部担当部長（ハード開発センタメ

カトロ開発本部メカトロ第 3 開発部担当部長） 原孝志 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部長付（ハード開発センタ装置機器開発本部長付）  

田崎俊彦 
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▽ハード開発センタハードソリューション開発本部員【但し、中電金融設備系統（深圳）有限公司出向】

（ハード開発センタ装置機器開発本部員【但し、中電金融設備系統（深圳）有限公司出向】）   
山内貞治 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部自動機システム開発部担当部長（ハード開発セン

タ装置機器開発本部装置開発部担当部長兼開発企画本部開発企画部担当部長） 白石英人 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部自動機システム開発部長（ハード開発センタ装置

機器開発本部装置開発部長兼新商品開拓部担当部長兼保守推進本部員） 山田浩史 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部エレキ開発部担当部長（ハード開発センタ装置機

器開発本部エレキ開発部担当部長兼開発企画本部開発企画部担当部長） 高橋秀樹 

▽ハード開発センタハードソリューション開発本部エレキ開発部長（ハード開発センタ装置機器開発

本部エレキ開発部長） 安江司 

▽ソフト開発センタソフト第 1 開発部長（ソフト開発センタ長付兼海外事業部アジア第 1 本部営業

SE 部長） 沖田昌也 

▽ソフト開発センタソフト戦略企画部担当部長（ソフト開発センタソフト戦略企画部 PM 推進課長）  

速見千恵 

▽ソフト開発センタ海外ソフト改革プロジェクト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

当部長兼海外事業部商品化推進部担当部長（ソフト開発センタソフト第 1 開発部担当部長兼ソフ

ト戦略企画課長） 山口章 

▽ソフト開発センタソフト第 1 開発部担当部長兼ソフト第 1 開発部第 4 開発課長兼国内事業部ソリュ

ーション本部金融ソリューション第 1 部担当部長（ソフト開発センタソフト第 1 開発部第 4 開発課長

兼国内事業部ソリューション本部金融ソリューション第 1 部第 7 課長） 佐藤純子 

▽ソフト開発センタ長付（ソフト開発センタソフト第 2 開発部長兼保守推進本部員） 寺田裕彦 

▽ソフト開発センタソフト第 2 開発部長兼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（ソフト開発センタソフト第 2 開発部第 1 開発課長兼新商品事業開拓プロジェ

クト SE チーム員） 城久雄 

▽モノづくり戦略センタ長付（グローバル SCM 改革統括プロジェクトシニアプロジェクトリーダ兼海外

事業部副事業部長） 松浦邦尚 

▽モノづくり戦略センタグローバル SCM 改革本部 SCM 改革部長（グローバル SCM 改革統括プロ

ジェクトデパートメントプロジェクトリーダ） 村尾浩 

▽モノづくり戦略センタ生産企画部員【但し、Hitachi Terminals Mechatronics Philippines 
Corporation 出向】（生産管理部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】）  

小栗竜也 

▽モノづくり戦略センタ生産企画部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】（生産管理

部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】） 竹村一平 

▽モノづくり戦略センタ生産企画部長（生産管理部長） 鈴木勝博 

▽モノづくり戦略センタ生産企画部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】（生産管理

部員【但し、日立ターミナルメカトロニクス株式会社出向】） 水野具実 

▽モノづくり戦略センタ生産企画部員【但し、中電金融設備系統（深圳）有限公司出向】（生産管理部

員【但し、中電金融設備系統（深圳）有限公司出向】） 清野靖彦 

▽モノづくり戦略センタ調達本部調達第 1 部長（調達本部調達第 2 部長兼グローバルソーシング課

長兼ハード開発センタ開発企画本部開発企画部担当部長） 入江政規 

▽モノづくり戦略センタ調達本部調達第 2 部長兼ハード開発センタ開発企画部担当部長（株式会社

日立製作所 バリューチェーン・インテグレーション統括本部） 平原伸宏 

 
■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：大畑] 
〒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 


