
 

 

平成 27年２月 20日 
 

三井情報株式会社 

 

 

組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ 

 

 

三井情報株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 正記）は、下記の取り組織変更および役

員を含む人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．組織変更の主な内容 

・営業部門における一部の組織を統廃合する。 

・西日本エリアにおける事業拡大に向けて、営業・技術組織を新たに設置する。 

 

※ 組織図は、別紙２に掲載しております。 

 

 

２．取締役委嘱業務の変更（平成27年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

取締役 常務執行役員 

管掌（ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本

部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コ

ミュニケーション事業本部）、先端技術センター セ

ンター長 

取締役 常務執行役員 

管掌（ビジネスアライアンス部、商社営業本部、金融

営業本部、流通・不動産・産業営業本部、通信・公共

営業本部、次世代コミュニケーション事業本部）、先

端技術センター センター長 

鈴木 茂男 

取締役 常務執行役員 

CTO、技術管掌（コンサルティング部、エンタープラ

イズ技術部、金融技術部、カスタマーソリューション

第一技術部、カスタマーソリューション第二技術

部、カスタマーソリューション第三技術部、ネットワ

ーク技術部、西日本技術部、コンタクトセンターサ

ービス技術部、データセンターサービス技術部、ク

ラウドサービス技術部、スマートサービス技術部、

R&D部） 

取締役 常務執行役員 

CTO、技術管掌（コンサルティング部、エンタープラ

イズ技術部、金融技術部、カスタマーソリューション

第一技術部、カスタマーソリューション第二技術部、

カスタマーソリューション第三技術部、ネットワーク技

術部、コンタクトセンターサービス技術部、データセ

ンターサービス技術部、クラウドサービス技術部、ス

マートサービス技術部、R&D部） 

河内 健次 

取締役 執行役員 

管掌（西日本営業部、IT基盤サービス事業本部、

ERP推進部、海外事業部）、西日本統括 

取締役 執行役員 

管掌（IT基盤サービス事業本部、ERP推進部、事業

開発部、海外事業部）、西日本統括 

中島 透 
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３．執行役員人事 

(1) 新任（平成27年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員 

通信・産業営業本部 本部長 
MKI (USA),INC. 社長（注1） 

大島 正行 

執行役員 

技術部門重要案件推進担当 
MKI (UK),LTD 社長（注1） 

戸部 雅之 

執行役員 

次世代コミュニケーション事業本部 本部長、次世

代コミュニケーション事業本部 市場開発部 部長 

次世代コミュニケーション事業本部 本部長 

秦 健二郎 

執行役員 

技術部門統括 
金融営業本部 本部長 

小日山 功 

執行役員 

商社・不動産営業本部 本部長 
商社営業本部 本部長 

岩田 義弘 

執行役員 

IT基盤サービス事業本部 本部長 
IT基盤サービス事業本部 本部長補佐 

岸田 幸一 

執行役員 

技術部門重要案件推進担当 
カスタマーソリューション第一技術部 部長 

村井 裕之 

執行役員 

MKIテクノロジーズ(株) 代表取締役社長（注2） 
人事総務部 部長 

土屋 稔 

（注1）それぞれの子会社における取締役会決議の後、新職に就任する予定です。 

（注2）MKIテクノロジーズ㈱における株主総会決議の後、新職に就任する予定です。 

 

(2) 委嘱業務の変更（平成27年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

執行役員 

技術部門重要案件推進担当 

執行役員 

技術業績管理担当 

加藤 幸久 

執行役員 

通信・産業営業本部 副本部長 

執行役員 

通信・公共営業本部 副本部長 

秋沢 茂 

執行役員  

経営企画部 部長 

執行役員  

管掌取締役補佐（ビジネスアライアンス部、商社営

業本部、金融営業本部、流通・不動産・産業営業本

部、通信・公共営業本部、次世代コミュニケーション

事業本部）、通信・公共営業本部 本部長 

渡邉 辰夫 

執行役員 

技術部門重要案件推進担当 

執行役員 

技術プロジェクトマネジメント担当 

阿部 義彦 

執行役員 

技術部門重要案件推進担当 

執行役員 

MKIテクノロジーズ㈱ 取締役（注） 

佐瀬 明美 

執行役員  

 

執行役員 

MKIテクノロジーズ㈱ 代表取締役社長（注） 

坂田 祥司 

（注）MKIテクノロジーズ㈱における株主総会決議の後、新職に就任する予定です。 
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４．人事異動 （平成27年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

人事総務部 部長 流通・不動産・産業営業本部 産業営業部 部長 市原 康宏 

情報化推進部 部長 経営企画部 人材戦略室 室長、広報・IR室 室長 鈴木 淳 

商社・不動産営業本部 事業推進部 部長 商社営業本部 MBK第一営業部 高井 一也 

商社・不動産営業本部 MBK第一営業部 部長 商社営業本部 MBK第一営業部 部長 山井 弘志 

商社・不動産営業本部 MBK第二営業部 部長 商社営業本部 MBK第二営業部 部長 伊部 辰郎 

商社・不動産営業本部 不動産営業部 部長 流通・不動産・産業営業本部 流通営業部 竹本 寛 

通信・産業営業本部 流通営業部 部長 流通・不動産・産業営業本部 流通営業部 部長 渡辺 実 

通信・産業営業本部 産業営業部 部長 経営企画部 人材戦略室 波田野 信彦 

通信・産業営業本部 情報通信第一営業部 部長 通信・公共営業本部 情報通信第一営業部 部長 高田 康博 

通信・産業営業本部 情報通信第二営業部 部長 経営企画部 戦略企画室 室長 吉田 光宏 

次世代コミュニケーション事業本部 

コンタクトセンターサービス部 部長 

次世代コミュニケーション事業本部 コンタクトセンタ

ーサービス部 第一営業室 室長 

松田 伊晴 

西日本営業部 部長 次世代コミュニケーション事業本部 

市場開発部 部長 

吉澤 比呂志 

IT基盤サービス事業本部 

クラウドサービス部 部長 

通信・公共営業本部 エリア営業部 四国営業所 

所長 

西田 則宏 

カスタマーソリューション第一技術部 部長 R&D部 部長 古山 学人 

ネットワーク技術部 部長 ネットワーク技術部 第二技術室 室長 長山 大路 

西日本技術部 部長 ネットワーク技術部 部長 下尾 高太 

クラウドサービス技術部 部長 IT基盤サービス事業本部 

クラウドサービス部 部長 

上杉 繁夫 

R&D部 部長 事業開発部 部長 松島 健太郎 

MKI (USA),INC. 社長（注） コンサルティング部 コンサルティング室 室長 向井 浩平 

MKI (UK),LTD 社長（注） コンサルティング部 ITマネジメントサービス室 室

長 

長 努 

（注）それぞれの子会社における取締役会決議の後、新職に就任する予定です。 

以 上 

 

【添付資料】  

別紙１：平成28年３月期 執行役員体制 

別紙２：平成28年３月期 組織図
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 別紙１  

平成27年２月20日 

三井情報株式会社 

 

平成28年３月期 執行役員体制  

                                                       (平成27年４月１日付) 

役職 氏名 (新)担当 （現）担当 

社長執行役員 齋藤 正記 ※ 全般 全般 

常務執行役員 鈴木 茂男 ※ 管掌 （ビジネスアライアンス部、商社・不動

産営業本部、金融営業本部、通信・産業営

業本部、次世代コミュニケーション事業本

部） 

先端技術センター センター長 

管掌 （ビジネスアライアンス部、商社営業本

部、金融営業本部、流通・不動産・産業営業

本部、通信・公共営業本部、次世代コミュニ

ケーション事業本部） 

先端技術センター センター長 

常務執行役員 河内 健次 ※ CTO *、技術管掌 （コンサルティング部、エ

ンタープライズ技術部、金融技術部、カスタ

マーソリューション第一技術部、カスタマー

ソリューション第二技術部、カスタマーソリュ

ーション第三技術部、ネットワーク技術部、

西日本技術部、コンタクトセンターサービス

技術部、データセンターサービス技術部、

クラウドサービス技術部、スマートサービス

技術部、R&D部） 

CTO *、技術管掌 （コンサルティング部、エ

ンタープライズ技術部、金融技術部、カスタ

マーソリューション第一技術部、カスタマーソ

リューション第二技術部、カスタマーソリュー

ション第三技術部、ネットワーク技術部、コン

タクトセンターサービス技術部、データセンタ

ーサービス技術部、クラウドサービス技術

部、スマートサービス技術部、R&D部） 

執行役員 古屋 栄一 ※ CFO *、CCO *、管掌（業務管理部、経理

部、ビジネスプロセスサポート部） 

CFO *、CCO *、管掌（業務管理部、経理

部、ビジネスプロセスサポート部） 

執行役員 清水 徹※ CIO*、管掌（経営企画部、人事総務部、情

報化推進部） 

CIO*、管掌（経営企画部、人事総務部、情

報化推進部） 

執行役員 中島 透※ 管掌（西日本営業部、IT基盤サービス事業

本部、ERP推進部、海外事業部）、西日本統

括 

管掌（IT基盤サービス事業本部、ERP推進

部、事業開発部、海外事業部）、西日本統括 

執行役員 加藤 幸久  技術部門重要案件推進担当 技術業績管理担当 

執行役員 中谷 克久  アジア事業統括、シンガポール支店長 アジア事業統括、シンガポール支店長 

執行役員 秋沢 茂 通信・産業営業本部 副本部長 通信・公共営業本部 副本部長 

執行役員 渡邉 辰夫 経営企画部 部長 営業管掌取締役補佐（ビジネスアライアンス

部、商社営業本部、金融営業本部、流通・不

動産・産業営業本部、通信・公共営業本部、

次世代コミュニケーション事業本部）、通信・

公共営業本部 本部長 

執行役員 阿部 義彦 技術部門重要案件推進担当 技術プロジェクトマネジメント担当 

執行役員 佐瀬 明美 技術部門重要案件推進担当 MKIテクノロジーズ㈱ 取締役 

執行役員 坂田 祥司  MKIテクノロジーズ㈱ 代表取締役社長 
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役職 氏名 (新)担当 （現）担当 

執行役員 大島 正行 通信・産業営業本部 本部長 ― 

執行役員 戸部 雅之 技術部門重要案件推進担当 ― 

執行役員 秦 健二郎 次世代コミュニケーション事業本部 本部

長、次世代コミュニケーション事業本部 市

場開発部 部長 

― 

執行役員 小日山 功 技術部門統括 ― 

執行役員 岩田 義弘 商社・不動産営業本部 本部長 ― 

執行役員 岸田 幸一 IT基盤サービス事業本部 本部長 ― 

執行役員 村井 裕之 技術部門重要案件推進担当 ― 

執行役員 土屋 稔 MKIテクノロジーズ(株) 代表取締役社長 ― 

※ 取締役兼務 

*  CTO=チーフテクノロジーオフィサー、CFO=チーフフィナンシャルオフィサー、CCO=チーフコンプライアンスオフィサー、 

CIO=チーフインフォメーションオフィサー 
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 別紙２  

平成27年２月20日 

 三井情報株式会社 

平成28年３月期 組織図 

業務管理部

内部監査部

シンガポール支店

経理部

人事総務部

情報化推進部

MKIテクノロジーズ㈱

MKI（U.K.）, LTD

MKI(U.S.A), Inc.

ビジネスプロセスサポート部

次世代コミュニケーション事業本部

ネットワーク技術部

金融技術部

コンサルティング部

スマートサービス部

エンタープライズ技術部

カスタマーソリューション第三技術部

金融営業部

IT基盤サービス事業本部

MBK第一営業部

クラウドサービス部

R&D部

MBK第二営業部

コンタクトセンターサービス部

スマートサービス技術部

クラウドサービス技術部

データセンターサービス技術部

カスタマーソリューション第二技術部

コンタクトセンターサービス技術部

産業営業部

ＥＲＰ推進部

西日本技術部

監査役会

流通営業部

金融営業本部

監査役室

経営企画部

取締役会

社長

カスタマーソリューション第一技術部

市場開発部

海外事業部

情報通信第二営業部

ビジネスアライアンス部

情報通信第一営業部

データセンターサービス部

西日本営業部

事業推進部

不動産営業部

商社・不動産営業本部

通信・産業営業本部
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