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2018年2月27日 

ユニアデックス株式会社 

 

 

ユニアデックス人事異動 
 

 

 

ユニアデックス株式会社（本社：東京都江東区、社長：東 常夫）は、2018年 4月 1日付けで、下記の通

り、人事異動を行います。 

 

 

 

【人事異動】2018年 4月 1日付 

 

◆組織長人事 

■ビジネス部門 

新職 旧職 継続職 氏名 

営業第二本部 ITO ビジネス統括

部長 兼 ITO サービス本部 ITO

サービス統括部 副統括部長 

営業第二本部 第二営業統括部

長 

 前川 和亮 

営業第二本部 副本部長 

兼 EP第一営業統括部長 

関西支店 関西営業統括部長  高橋 知則 

営業第二本部 EP 第二営業統括

部長 

営業第二本部 第二営業統括部

営業一部長 

 稲垣 洋史 

営業第三本部 副本部長 

兼 第一営業統括部長 

営業第二本部 副本部長  山田 竜郎 

DXビジネス創生本部 副本部長 

兼 DXビジネス営業統括部長 

営業第二本部 第一営業統括部

長 

 中村 智弘 

DXビジネス創生本部 

DXビジネス営業統括部 

副統括部長 

エクセレントサービス創生本部 

ソリューションビジネス開発統

括部 副統括部長 

 石田 大輔 

DXビジネス創生本部 

ソリューション開発統括部長 

エクセレントサービス第一本部 

アカウント第一統括部 アライ

アンスサービス一部長 

 鍋谷 健 

DXビジネス創生本部 

IoTビジネス開発統括部 

副統括部長 

営業第一本部 サービスプロバ

イダ基盤ビジネス統括部長 

 抜井 健二 

ビジネス企画推進本部 ビジネス

ソリューション企画部長 

エクセレントサービス創生本部 

ソリューションビジネス開発統

括部 セキュリティ部長 

 高木 経夫 
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■エンジニアリング部門 

新職 旧職 継続職 氏名 

クラウドサービスセンター長 クラウド・ITO サービス事業本

部 クラウドサービス事業部長 

 高柳 美和 

エクセレントサービス第一本部 

アカウントサービス統括部長  

エクセレントサービス第一本部 

アカウント第二統括部 

インフラサービス一部長 

 中村 英嗣 

エクセレントサービス第一本部 

システムサービス統括部長 

エクセレントサービス第一本部 

アカウント第一統括部長 

 小林 光一 

エクセレントサービス第一本部 

システム利用技術統括部長 

エクセレントサービス創生本部 

提案サポートセンター長 

 奥村 祐之 

エクセレントサービス第一本部 

ネットワーク利用技術統括部長 

エクセレントサービス第三本部 

ネットワークソリューション統

括部長 

 寺嶋 浩信 

エクセレントサービス第二本部 

カスタマーサポートセンター長 

エクセレントサービス第二本部 

システムサービス第三統括部長 

 斎藤 智 

エクセレントサービス第二本部 

カスタマーサポートセンター 

副センター長 

エクセレントサービス第二本部 

ハードウェアプロダクト統括部

サーバ＆ストレージ部長 

 村上 公朗 

エクセレントサービス第二本部 

首都圏サービス統括部長 

エクセレントサービス第二本部 

マネージドサービスセンター長 

 名古屋 隆昭 

エクセレントサービス第二本部 

東日本サービス統括部長 

エクセレントサービス第二本部 

システムサービス第三統括部 

インテグレーション二部長 

 与都 貴哲 

ITOサービス本部 

ITOサービス統括部長 

エクセレントサービス第一本部 

アカウント第二統括部 副統括

部長 

 木佐谷 淳 

ITO サービス本部 副本部長 兼

サービスマネジメント統括部長 

エクセレントサービス第二本部

ITOサービス統括部長 

 野口 昌彦 

ITO サービス本部 サービスマネ

ジメント統括部 副統括部長 

エクセレントサービス第二本部

ITO サービス統括部 ITO サービ

ス三部長 

 山本 勝久 

ITOサービス本部 

マネージドサービスセンター長 

エクセレントサービス第二本部 

マネージドサービスセンター 

副センター長 

 室谷 亮哉 

ITO サービス本部 マネージドサ

ービスセンター 副センター長 

基幹システム刷新プロジェクト 

サービスユニット室長 

 高柳 忍 

エクセレントサービス企画開発

本部 戦略サービス企画統括部長 

クラウド・ITO サービス事業本

部 サービス企画部長 

 日吉 忠之 

エクセレントサービス企画開発

本部 サービス基盤開発部長 

エクセレントサービス第三本部 

先端技術統括部 先端基盤技術

部長 

 辻 友良 
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■支店 

新職 旧職 継続職 氏名 

関西支店 

関西営業統括部長 

関西支店 

関西営業統括部 副統括部長 

 田崎 宗邦 

関西支店 

関西営業統括部 副統括部長 

関西支店 

関西営業統括部 営業三部長 

 清水 昇 

関西支店 関西エクセレントサー

ビス第一統括部長 

関西支店 関西エクセレントサ

ービス第二統括部長 

 藤岡 浩一 

関西支店 関西エクセレントサー

ビス第一統括部 副統括部長 

関西支店 関西エクセレントサ

ービス第一統括部長 

 谷口 耕一 

九州支店 九州エクセレントサー

ビス第二統括部長 

エクセレントサービス第二本部 

システムサービス第二統括部長 

 高山 誠 

 

 

■デジタルトランスフォーメーション推進  

新職 旧職 継続職 氏名 

DX戦略本部長 クラウド・ITO サービス事業本部長 

兼 ITOサービス事業部長 

 三宅 権 

DX戦略本部 

DX戦略推進部長 

基幹システム刷新プロジェクト長  瀬尾 昌雅 

 

 

 

以 上 

 

＜報道関係問い合わせ窓口＞ 

ユニアデックス株式会社 企画部 広報室 神戸（ごうど） 

電話：０３－４５７９－１０８１  E-mail：press-box@ml.uniadex.co.jp 

mailto:i-box@unisys.co.jp

