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2019 年 6 月 26 日 
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 

 
 

職制改正および人事異動について 
 
 
 

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 取締役社長：八木 鉄也）は、以下の 
通り 2019 年 7 月 1 日付にて職制改正および人事異動を行います。 
 
 
■職制改正 
・ハード開発センタは、国内事業部企画本部およびソリューション開発本部、海外事業部ターミナル開

発本部およびソリューション推進本部、トータル紙幣ソリューション事業推進本部、メカトロビジネス推

進センタ、コア技術開発センタにそれぞれ移管する。 

・ソフト開発センタは、国内事業部企画本部およびソリューション開発本部、海外事業部ソリューション

推進本部、メカトロビジネス推進センタにそれぞれ移管する。 

 

（1）品質保証本部 

・製品品質保証部をコトづくり品質保証部に名称変更する。 

 

（2）国内事業部    

・企画本部を新設し、ビジネス企画部、ビジネスマネジメント部、ATM 保守推進部を設置する。 

・SI 本部を新設し、SI 第 1 部から SI 第 3 部を設置する。 

・ソリューション開発本部を新設し、開発第 1 部から開発第 5 部を設置する。 

 

（3）海外事業部 

・海外ソリューション推進本部をソリューション推進本部に名称変更し、チャネルソリューション推進部、 

マネージドサービス・ペイメント推進部(マネージドサービス推進部とペイメント事業推進部を統合)、ソ

フト開発部を設置する。 

・ターミナル開発本部を新設し、開発部と SE 部を設置する。 
・アジア第 1 本部とアジア第 2 本部を統合しターミナルソリューション営業本部を新設し、営業第 1 部 

と営業第 2 部を設置する。 

・モジュール営業部と商品化推進・SE 部の一部機能を統合し、パートナービジネス営業部を新設する。 

・海外オペレーション推進本部を海外事業部内に新設する保守推進本部に移管し、保守サービス推

進部とフィールドサポート部を設置する。 

 

（4）トータル紙幣ソリューション事業推進本部 

・ソリューション開発部と営業 SE 部を新設する。 

 

（5）メカトロビジネス推進センタ 

・メカトロビジネス推進センタを新設し、事業化企画・営業部とソリューション開発部を設置する。 

 

（6）コア技術開発センタ 

・コア技術開発センタを新設し、コア技術開発第 1 部からコア技術開発第 4 部と技術戦略部を設置する。 

 

■人事異動 ＜部長以上＞ 
   【別紙 1】に記載 
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■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：二木、白石] 
〒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 



(1)

【別紙1】

人事異動［2019年7月1日付］

異動後 異動前 氏名

取締役/常務執行役員
ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ長

取締役/常務執行役員
ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部長

濱崎　敏也

執行役員
ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ長

執行役員
ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀ長

加藤　利一

経営企画室ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 経営企画室経営企画部長
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部担当部長

倉田　愛一郎

経営企画室経営企画部長 瀬川　将宣

品質保証本部ｺﾄづくり品質保証部担当部長 杉原　哲也

品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部担当部長 難波　勉

国内事業部事業主管 国内事業部副事業部長 吉田　茂美

国内事業部副事業部長 ｿﾌﾄ開発ｾﾝﾀ長 里本　勝弘

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長 平田　良一

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部担当本部長 ｿﾌﾄ開発ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長
兼ｿﾌﾄ第1開発部長

冨永　朝之

国内事業部企画本部長
兼ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部長

国内事業部ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部長 藤田　裕一

国内事業部SI本部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 加藤　圭

国内事業部企画本部ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部担当部長 国内事業部ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部担当部長 奥村　昭一

国内事業部企画本部ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ｿﾌﾄ開発ｾﾝﾀｿﾌﾄ戦略企画部長 速見　千恵

国内事業部企画本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長
兼ATM保守推進部長

水野　孝浩

国内事業部企画本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部担当部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部担当部長
兼ﾋﾞｼﾞﾈｽ企画部担当部長

只野　浩昭

国内事業部企画本部ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部担当部長 井上　文博

国内事業部企画本部ATM保守推進部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾊﾞﾘｭｰ開発部長 松井　昌司

国内事業部首都圏営業本部ﾊﾟｰﾄﾅｰ営業部長 国内事業部首都圏営業本部ﾊﾟｰﾄﾅｰ営業部担当部長 平山　敬一

国内事業部国内営業本部東部営業部担当部長 山本　康浩

国内事業部S1本部S1第1部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第1部長 古田　孝治

国内事業部SI本部SI第1部担当部長　 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第1部担当部長 今田　秀樹

国内事業部SI本部SI第1部担当部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第1部担当部長 稲垣　弘一

国内事業部SI本部SI第2部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部長 堀田　俊宏

国内事業部SI本部SI第3部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾌﾞﾗﾝﾁﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ第2推進部長
兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ第1部担当部長

大廻　勝

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第1部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ﾌﾞﾗﾝﾁﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ第1推進部長 松浦　収

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第2部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞﾀｰﾐﾅﾙ開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
兼ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾊﾞﾘｭｰ開発部担当部長
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ATM保守推進部担当部長

白石　英人



(2)

異動後 異動前 氏名

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第2部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 安江　司

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第3部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾒｶﾄﾛ第2開発部長 鈴木　辰磨

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第3部担当部長 大野　敦

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第4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 佐藤　純子

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第4部長 ｿﾌﾄ開発ｾﾝﾀｿﾌﾄ第1開発部担当部長 鈴木　哲夫

国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第5部長 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ﾌﾞﾗﾝﾁﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ第1推進部担当部長

城　久雄

海外事業部長付
兼ﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部営業第1部長

海外事業部ｱｼﾞｱ第1本部長 中谷　禎弘

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部長 海外事業部長付 後藤　康夫

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長 海外事業部ｱｼﾞｱ第2本部長
兼ﾊﾟｰﾄﾅｰ第2営業部長

知田　康孝

海外事業部保守推進本部長
兼保守ｻｰﾋﾞｽ推進部長

海外ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部長 寺本　正人

海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽ・ﾍﾟｲﾒﾝﾄ推進部長 海外事業部海外ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽ推進部長 濱田　英史

海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部ｿﾌﾄ開発部長 加藤　智一

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部開発部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞﾀｰﾐﾅﾙ開発部長 中澤　辰行

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾒｶﾄﾛ第1開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 枝川　敏之

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部SE部長 海外事業部商品化推進･SE部長 礒部　誠

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部員
【但し、PT.Hitachi Terminal Solutions Indonesia出向】

海外事業部ｱｼﾞｱ第1本部営業部長 中村　哲也

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部営業第2部長 樋田　栄治

海外事業部ﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部担当部長 海外事業部商品化推進･SE部担当部長
兼ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部担当部長

金川　武史

海外事業部ﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長 海外事業部ﾓｼﾞｭｰﾙ営業部長 赤羽　智明

海外事業部海外事業戦略部担当部長 海外事業部海外ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部事業企画部長 福浦　勝

海外事業部保守推進本部保守ｻｰﾋﾞｽ推進部担当部長 海外ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部ﾌﾛﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ部担当部長 稲垣　秀人

海外事業部保守推進本部ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ部長
兼品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部担当部長

海外ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部ﾌﾛﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ部長
兼品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部担当部長

杉山　健治

ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部長
兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部長

ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部SE部長 堀　哲也

ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部営業SE部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 村尾　浩

ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部営業SE部長 ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
兼事業推進部長

砂田　慶

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画・営業部長 国内事業部首都圏営業本部ﾊﾟｰﾄﾅｰ営業部担当部長 三宅　健文

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画・営業部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 田辺　晋

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
兼開発企画部担当部長
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部担当部長

玉本　淳一



(3)

異動後 異動前 氏名

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部担当部長

高橋　透

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部担当部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾒｶﾄﾛ第2開発部担当部長
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部担当部長

堀　盛豊

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長 海外ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部戦略部長
兼ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾊﾞﾘｭｰ開発部担当部長

門脇　稔

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ技術戦略部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀ開発企画部長 山内　貞治

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ技術戦略部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾊﾞﾘｭｰ開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ
兼開発企画部担当部長

長屋　裕士

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第1部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀｶﾚﾝｼｰ技術開発部長
兼開発企画部担当部長

山田　浩史

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第1部担当部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀｶﾚﾝｼｰ技術開発部担当部長 岡本　洋幸

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第1部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀｶﾚﾝｼｰ技術開発部ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 高田　義広

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第2部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾒｶﾄﾛ第1開発部長 藤田　准司

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第3部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾒｶﾄﾛ第2開発部担当部長
兼国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部担当部長

勝地　真

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第3部担当部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾊﾞﾘｭｰ開発部担当部長 高橋　秀樹

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第4部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部長
兼開発企画部担当部長

魚住　敦子

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第4部担当部長 ﾊｰﾄﾞ開発ｾﾝﾀﾊｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部担当部長 原　孝志
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