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   2021年 3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 2021年 4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 

（1）財務本部 

・財務部を財務 1部と財務 2部に再編する。 

 

（2）国内事業部 

・首都圏営業本部と国内営業本部を統合し、国内営業本部とする。 

・企画本部 ビジネスマネジメント部を国内営業本部に移管する。 

 

（3）海外事業部 

  ・ターミナル開発本部を開発本部に名称変更し、ターミナル開発本部開発部から名称変更した 

 ハード 開発部とソリューション推進本部から移管したソフト開発部に再編する。 

・ターミナル開発本部 SE部をソリューション推進本部チャネルソリューション推進部に移管する。 

 

（4）トータル紙幣ソリューション事業推進本部およびコア技術開発センタ 

・トータル紙幣ソリューション事業推進本部内のソリューション開発部の機能を同本部とコア技術開発 

センタのコア技術開発第 1部と第 4部に移管する。 

 

（5）メカトロビジネス推進センタ 

・国内事業部首都圏営業本部パートナー営業部は、メカトロビジネス推進センタ営業部へ移管する。 

・事業化企画営業部を事業化企画部と営業部に再編する。 

 

 

 

■人事異動 ＜部長以上＞ 

   【別紙 1】に記載 

 

 

■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 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                                                      

氏名 異動後 異動前 

菊農 久人 監査部長 財務本部財務部長 

山田 洋一郎 財務本部財務 1 部長   

幅 康路 財務本部財務 1 部担当部長 財務本部財務部担当部長 

稗田 利勝 財務本部財務 2 部長 財務本部担当部長 

星 幸宏 品質保証本部本部長 品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部長 

都竹 富夫 品質保証本部ｺﾄづくり品質保証部長   

鈴木 隆生 品質保証本部ｺﾄづくり品質保証部担当部長 品質保証本部ｺﾄづくり品質保証部長  

難波 勉 品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部長 品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部担当部長 

杉坂 満弘 品質保証本部ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部担当部長   

森 宏之 国内事業部国内営業本部担当本部長 

兼首都圏営業部長 

国内事業部首都圏営業本部首都圏営業部長 

井上 文博 国内事業部国内営業本部首都圏営業部 

担当部長 

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 

今田 秀樹 国内事業部 SI 本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 SI 本部 SI 第 1 部長 

松浦 収 国内事業部 SI 本部 SI 第 1 部長 国内事業部 SI 本部 SI 第 1 部担当部長 

茂木 泰之 国内事業部 SI 本部 SI 第 2 部長 株式会社日立製作所金融ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

棚橋 満年 国内事業部 SI 本部 SI 第 4 部長   

鈴木 哲夫 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部担当本部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第 4 部長 

速見 千恵 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第 4 部長 国内事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部開発第 4 部 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 
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人事異動 【2021年 4月 1日付】 



   

氏名 異動後 異動前 

小坂 多津也 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 

  

下山 高寿 海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部長付 

原 弘樹 海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 

推進部担当部長 

海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部本部長付 

金川 武史 海外事業部開発本部ﾊｰﾄﾞ開発部担当部長 海外事業部営業第 2 本部営業第 1 部担当部長 

山口 章 海外事業部開発本部ｿﾌﾄ開発部 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ兼ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 

ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部担当部長 

海外事業部ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 

ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 

礒部 誠 海外事業部営業第 1 本部保守ｻｰﾋﾞｽ営業部長 海外事業部ﾀｰﾐﾅﾙ開発本部 SE 部長 

梶芳 光寿 海外事業部営業第 2 本部担当本部長 

兼営業第 1 部長 

株式会社日立製作所営業統括本部 

倉田 愛一郎 海外事業部営業第 2 本部営業第 1 部担当部長 海外事業部営業第 2 本部営業第 1 部長 

府内 克好 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営業 SE 部 

担当部長 

砂田 慶 ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部営業 SE 部 

担当部長 

ﾄｰﾀﾙ紙幣ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進本部営業 SE 部長 

浜地 光一郎 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長 

兼国内事業部国内営業本部担当本部長 

国内事業部首都圏営業本部長 

堀田 俊宏 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画部長 国内事業部 SI 本部 SI 第 4 部長 

田邉 晋 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画部担当部長 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

高橋 透 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画部 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

勝地 真 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画部 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ 

三宅 健文 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ営業部長 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ事業化企画・営業部長 

雨森 吉宣 ﾒｶﾄﾛﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｾﾝﾀ営業部担当部長 国内事業部首都圏営業本部本部長付 
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氏名 異動後 異動前 

腰塚 久洋 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 株式会社日立製作所研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

藤田 准司 ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ長 ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長 

兼ｺｱ技術開発第 2 部長 

魚住 敦子 ｺｱ技術開発ｾﾝﾀ副ｾﾝﾀ長 

兼ｺｱ技術開発第 1 部長 

ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第 1 部長 

寺尾 祐宣 ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第 2 部長   

仙田 昌陽 ｺｱ技術開発ｾﾝﾀｺｱ技術開発第 3 部長   

大伴 教仁 ﾓﾉづくり戦略ｾﾝﾀ生産企画部長   
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