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                                      2019年2月1日 

ユニアデックス株式会社 

 

ユニアデックス機構改革・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、以下の通り機構改革と人事異動を

行います。 

 

 

【機構改革】 変更日 2019年 4月 1日 

1．全社方針 

あらゆる分野でデジタル化が加速する中、トータルインフラサービス企業である当社の役割は大きな変革

期を迎えています。インフラ販売から ITOサービス（設計、構築、運用保守）の従来当社が得意とする領

域に加え、実装や実運用を意識したコンサルティングやデジタルビジネスを実現するサービスへのニーズ

が高まっています。お客さまはデジタル化に注力する一方で、システム維持管理業務のアウトソーシング

化を進めており、当社に対する今まで以上の期待を実感しています。 

このような状況のもと、お客さまのご期待に応えるべく、より DX（デジタルトランスフォーメーション）

時代にふさわしい体制へと組織を再編します。 

 

2．ビジネス部門 

昨年度に引き続き、市場別、顧客別営業体制を明確にし、お客さまの ICT環境最適化のための提案力を強

化します。また、デジタルビジネスではDXビジネス創生本部が中心となりセールスとエンジニア一体の

精鋭チームが AI・IoT・ロボティクスなど最先端の技術をお届けするとともに、お客さまと共にデジタル

ビジネスの実装と実用化に向けたコンサルティングやサービスを創造し提供していきます。 

 

3．エンジニアリング部門 

デジタルビジネスへの対応力向上を継続し、AI・IoT・ロボティクスなどの最新技術をお客さまにお届け

すべく、より上流工程（デジタルビジネスをリードする役割）へのシフトを推進し、エンジニアを高度な

技術者集団へと強化します。またデジタルビジネスの拡大に伴い普及が予想されるエッジコンピューティ

ングへの対応に向けて、パートナーと一体で、国内のみならずグローバルでのフィールドサービスの対応

を強化します。一方、社内DXで培ったノウハウを用い、セントラルサービスを進化させ続け、徹底的に

品質にこだわった当社ならではの ITOサービスを展開します。 

 

4．マーケティング、商品・サービス企画、コンサルティング機能の集約 

新たにエクセレントサービス創生本部を設置し、デジタル時代に対応すべくコンサルティング力の強化や

時代を先取る商品・サービス企画力の強化を図るため、マーケティング、商品・サービス企画、未来サー

ビス研究所、グローバルビジネスの機能を統合します。またコンサルティング組織を新設し、全社連携強

化を図るとともに社内DXを一層推進し、ノウハウをお客さまへと還元します。 

 

 

【役員人事】 

◆執行役員人事（2019年 4月 1日付） 

新職 旧職 継続職 氏名 

常務執行役員 執行役員  齊藤 晴伸 

執行役員 日本ユニシス株式会社 執行役員  佐藤 和雄 
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【人事異動】 発令日 2019年 4月 1日 

◆業務執行役員人事 

新職 旧職 継続職 氏名 

業務執行役員 

兼 営業第二本部長 

営業第二本部 副本部長 

兼 エンタープライズ第一

営業統括部長 

 高橋 知則 

業務執行役員 

兼 エクセレントサービス創生本部長 

ビジネス企画推進本部長  関口 修 

 

 

◆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 エンタープライ

ズ第一営業統括部長 

関西支店 関西営業統括部 

副統括部長 

 清水 昇 

営業第二本部 エンタープライ

ズ第三営業統括部 副統括部長 

営業第二本部 エンタープライ

ズ第三営業統括部 営業二部長 

 神野 靖基 

営業第三本部 

第一営業統括部長 

 業務執行役員 

営業第三本部長 

石山 直樹 

営業第三本部 

第一営業統括部 副統括部長 

  波多野 力 

営業第三本部 

第二営業統括部 副統括部長 

営業第三本部 第二営業統括部 

営業二部長 

 音喜多 伴彰 

DXビジネス創生本部長 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 

 中村 智弘 

DXビジネス創生本部 副本部長  DX ビジネス創生

本部 IoTビジネス

開発統括部長 

山平 哲也 

DXビジネス創生本部 

DXビジネス営業統括部長 

DX ビジネス創生本部 IoT ビジ

ネス開発統括部 副統括部長 

 抜井 健二 

 

 

■支店 

新職 旧職 継続職 氏名 

関西支店 

関西営業統括部 副統括部長 

DX ビジネス創生本部 DX ビジ

ネス営業統括部 副統括部長 

 石田 大輔 

中部支店 

中部営業統括部長 

九州支店 

九州営業統括部長 

 野田 徹 

中部支店 

トヨタビジネス統括部長 

 中部支店長 的場 達也 

九州支店長 

兼 九州営業統括部長 

営業第三本部 副本部長 

兼 第一営業統括部長 

 山田 竜郎 

 

 



 3 

 

 

■エンジニアリング部門 

新職 旧職 継続職 氏名 

U-Cloudセンター長 

 

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 

サービス戦略推進部長 

 杉浦 尚子 

エクセレントサービス第一本部長  DXビジネス創生本部長  坂本 英義 

エクセレントサービス第一本部 

システムデザイン統括部長 

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 

 中村 英嗣 

エクセレントサービス第一本部 

インテグレーションサービス第一統

括部長 

エクセレントサービス第一本部 

ネットワークサービス統括部長 

 西村 稔 

エクセレントサービス第一本部 

インテグレーションサービス第二統

括部長 

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 

システムサービス一部長 

 新井 浩文 

エクセレントサービス第一本部 

テクニカルサポートセンター長 

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 

 奥村 祐之 

エクセレントサービス第一本部 

テクニカルサポートセンター 

副センター長 

エクセレントサービス第一本部 

ネットワーク利用技術統括部長 

 寺嶋 浩信 

エクセレントサービス第一本部 

関西システム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 

 和田 圭司 

エクセレントサービス第一本部 

関西システム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 システムサ

ービス一部長 

 三原 啓 

エクセレントサービス第一本部 

中部システムサービス第一統括部長 

中部支店 中部エクセレントサ

ービス第一統括部長 

 竹田 治平 

エクセレントサービス第一本部 

九州システムサービス第一統括部長 

九州支店 九州エクセレントサ

ービス第一統括部長 

 山内 一郎 

エクセレントサービス第二本部 

関西システムサービス第二統括部長 

関西支店 関西エクセレントサ

ービス第一統括部長 

 藤岡 浩一 

エクセレントサービス第二本部 

関西システムサービス第二統括部 

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 副統括部長 

 谷口 耕一 

エクセレントサービス第二本部 

中部システムサービス第二統括部長 

中部支店 中部エクセレントサ

ービス第二統括部長 

 望月 勝 

エクセレントサービス第二本部 

九州システムサービス第二統括部長 

九州支店 九州エクセレントサ

ービス第二統括部長 

 高山 誠 

ITOサービス事業本部 

サービスマネジメント統括部長 

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 

 山本 勝久 

ITOサービス事業本部 

マネージドサービスセンター長 

ITO サービス本部 サービスマネ

ジメント統括部長 

ITO サービス

事業本部 

副本部長 

野口 昌彦 
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■エクセレントサービス創生部門 

新職 旧職 継続職 氏名 

エクセレントサービス創生本部 

副本部長 兼 ITコンサルティング

サービス部長 

ITOサービス本部 ITOサービス統

括部 ITOコンサル部長 

 田淵 秀 

エクセレントサービス創生本部 

プロダクト＆サービス企画部長 

企画部 経営企画室長  児島 仁 

エクセレントサービス創生本部 

プロダクト＆サービス企画部 

副部長 

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 

 日吉 忠之 

エクセレントサービス創生本部 

グローバルビジネス部長 

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 

 高木 経夫 

DX戦略推進プロジェクト長 DX戦略本部長  三宅 権 

 

 

■コーポレートスタッフ 

新職 旧職 継続職 氏名 

業務部長 日本ユニシス株式会社 購買マネジメ

ント部 調達支援室長 

 丸山 丈志 

品質保証部長 日本ユニシス株式会社 品質マネジメ

ント部 ビジネスプロセス管理室長 

 中村 公明 

 

 

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

