2022 年 2 月 15 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、2022年4月1日付で下記のとおり、
人事異動を行います。

【人事異動】 発令日 2022 年 4 月 1 日
■ビジネス部門
新 職
エンタープライズ営業本部 副本部長
兼 グローバルビジネス統括部長

旧 職
継続職
氏 名
営業第二本部 副本部長
稲垣 洋史
兼 エンタープライズ第一営業統括
部長
エンタープライズ営業本部
営業第二本部 エンタープライズ
中村 塁
エンタープライズ第一営業統括部長
第二営業統括部 営業二部長
エンタープライズ営業本部
営業第二本部 エンタープライズ
山口 将史
エンタープライズ第二営業統括部長
第一営業統括部 営業一部長
エンタープライズ営業本部
営業第二本部 エンタープライズ
井上 章
エンタープライズ第三営業統括部長
第二営業統括部 営業一部長
エンタープライズ営業本部
営業第二本部 エンタープライズ
神野 靖基
クラウドビジネス営業統括部長
第三営業統括部長
エンタープライズ営業本部
エクセレントサービス企画本部
高木 経夫
グローバルビジネス統括部 副統括部長 グローバルビジネス企画部長
サービス営業本部 副本部長
ビジネス企画本部 副本部長
波多野 力
兼 サービス戦略統括部長
兼 営業第三本部第一営業統括部長
サービス営業本部
営業第三本部
音喜多 伴彰
サービス第一営業統括部長
第二営業統括部長
サービス営業本部
営業第三本部 第二営業統括部
田中 悟
サービス第二営業統括部長
ファシリティ営業部長
サービス営業本部
エクセレントサービス創生本部
山下 利之
サービス第二営業統括部 副統括部長
エッジデバイス開発部長
サービス営業本部
営業第三本部 第一営業統括部
宮崎 誠
サービス戦略統括部 副統括部長
ITO ビジネス営業部長
サービスプロバイダ営業本部 副本部長 営業第一本部 サービスプロバイダ
村上 善康
兼 サービスプロバイダビジネス推進部 第二営業統括部長
長
サービスプロバイダ営業本部
営業第一本部 サービスプロバイダ
西島 英治
サービスプロバイダ第一営業統括部長
第二営業統括部 営業一部長
サービスプロバイダ営業本部
営業第一本部 サービスプロバイダ
鈴木 健之
サービスプロバイダ第二営業統括部長
戦略営業統括部長
サービスプロバイダ営業本部
営業第一本部 サービスプロバイダ
藤巻 和也
サービスプロバイダ第四営業統括部長
第一営業統括部長
パートナー営業本部 ストラテジック・ 営業第三本部 第二営業統括部
藤原 智人
アライアンス営業統括部長
営業二部長
パートナー営業本部 ストラテジック・ エクセレントサービス企画本部
山田 秀樹
プロダクト企画統括部長
サービス企画部長
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新 職
DX ビジネス創生本部
ビジネス・インキュベーション統括部長
DX ビジネス創生本部
ビジネス・インキュベーション統括部
副統括部長
DX ビジネス創生本部
デジタル・イノベーション統括部長
営業企画本部
営業企画部長
営業企画本部
営業企画部 副部長
営業企画本部
営業推進部長

■広域ビジネス部門
新 職
関西支店 支店長補佐
兼 関西第三営業統括部長
関西支店
関西第一営業統括部長
関西支店
関西第二営業統括部長
東日本営業本部
東日本営業統括部長

■エンジニアリング部門
新 職
エクセレントサービス第一本部
アカウントサービス第一統括部
副統括部長
エクセレントサービス第一本部
アカウントサービス第二統括部
副統括部長
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
中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
中部アカウントサービス統括部
副統括部長
エクセレントサービス第二本部
副本部長
兼 中部システムサービス統括部長

旧 職
DX ビジネス創生本部
DX ビジネス開発統括部長
DX ビジネス創生本部
DX イノベーション統括部
副統括部長
DX ビジネス創生本部
DX イノベーション統括部長
ビジネス企画本部
ビジネス戦略企画部
デジタルサービス創生室長
エクセレントサービス企画本部
カスタマーサクセス推進部
カスタマーサクセス推進室長
ビジネス企画本部
ビジネス推進部長

旧 職

継続職

槍田 真由子

阿野 弘喜
山本 泰央

船越 良和

福井 朗夫

継続職

関西支店
関西第二営業統括部長
営業第三本部
東日本営業統括部長
営業第二本部
エンタープライズ第二営業統括部長
営業第三本部
東日本営業統括部 副統括部長

旧 職
エクセレントサービス第一本部
アカウントサービス第一統括部
システムサービス三部長
エクセレントサービス第一本部
アカウントサービス第一統括部
システムサービス四部長
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
テクニカルサービス部長
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
副統括部長
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
システムサービス四部長
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
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氏 名
抜井 健二

氏 名
石田 大輔
岡本 修二
清水 昇
佐藤 浩和

継続職

氏 名
二川 彰人

早川 敏裕

野崎 俊行

大志田 順久

瀬味 晃

望月 勝

新 職
エクセレントサービス第二本部
関西システムサービス統括部長
エクセレントサービス第二本部
九州システムサービス統括部長
エクセレントサービス第三本部 副本部長
兼 関西アカウントサービス第二統括部長
エクセレントサービス第三本部
関西アカウントサービス第一統括部長
エクセレントサービス第三本部
関西アカウントサービス第一統括部
副統括部長
エクセレントサービス第三本部
関西アカウントサービス第二統括部
副統括部長
エクセレントサービス第三本部
九州アカウントサービス統括部長
エクセレントサービスリレーション本部
アドバンスドサービスセンター長
カスタマーサクセスサービス本部
エンタープライズサービス第一統括部長
カスタマーサクセスサービス本部
エンタープライズサービス第二統括部長
ITO サービス本部
サービスデザイン統括部 副統括部長
技術戦略本部
未来サービス研究所長
クラウドビジネス本部
クラウドビジネス統括部長
クラウドサービス本部
クラウドセンター 副センター長

旧 職
継続職
氏 名
エクセレントサービス第二本部
山村 昌壽
関西システムサービス第二統括部長
エクセレントサービス第二本部
千葉 圭
九州システムサービス第二統括部長
エクセレントサービス第二本部
栄田 香織
関西システムサービス第二統括部
副統括部長
エクセレントサービス第一本部
隈 智史
関西システムサービス第一統括部
副統括部長
エクセレントサービス第一本部
林 正人
関西システムサービス第一統括部
システムサービス一部長
エクセレントサービス第一本部
森本 進
関西システムサービス第一統括部
システムサービス三部長
エクセレントサービス第一本部
築村 康士
九州システムサービス第一統括部長
エクセレントサービスリレーション
池内 之彦
本部 アドバンスドサービスセンター
副センター長
ITO サービス本部 サービスマネジメ
信岡 弘光
ント統括部 副統括部長
エクセレントサービス第一本部
小島 崇介
アカウントサービス第一統括部
システムサービス二部長
ITO サービス本部
近藤 純
サービスデザイン統括部
アセスメント＆デザイン部長
エクセレントサービス創生本部
八巻 睦子
未来サービス研究所
次世代ビジネス室長
エクセレントサービス第一本部
夏苅 知宏
システムデザイン統括部長
ITO サービス本部
古賀 正英
サービスマネジメント統括部
ITO サービス二部長

■スタッフ部門
新 職
業務部長
BPR 推進部長
経理部長

旧 職
エクセレントサービス開発本部
品質保証部 品質管理室長
業務部長
日本ユニシス株式会社
監査役室長

継続職

氏 名
半田 久美子
竹下 佳宏
荒木 伸介

以上
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＜報道関係問い合わせ窓口＞
ユニアデックス株式会社 経営企画部広報室 神戸（ごうど）
電話：０３－４５７９－１０８１
E-mail：press-box@ml.uniadex.co.jp
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