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2023 年 3 月 22 日 

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：田中 建）は、2023 年 4 月 1 日付で以下のとお

り、人事異動を行います。 
 

【人事異動】 発令日 2023年4月1日 

◆ビジネス部門 

新 職 旧 職 氏 名 

エンタープライズ営業本部 エンタープラ

イズ第一営業部長 

エンタープライズ営業本部 エンター

プライズ第二営業統括部長 
山口 将史 

エンタープライズ営業本部 エンタープラ

イズ第二営業部長 

エンタープライズ営業本部 エンター

プライズ第一営業統括部営業二部長 
土井 久岳 

エンタープライズ営業本部 エンタープラ

イズ第三営業部長 

エンタープライズ営業本部 エンター

プライズ第一営業統括部長 
中村 塁 

エンタープライズ営業本部 エンタープラ

イズ第四営業部長 

エンタープライズ営業本部 エンター

プライズ第三営業統括部営業一部長 
野村 篤 

エンタープライズ営業本部 エンタープラ

イズ第五営業部長 

エンタープライズ営業本部 エンター

プライズ第三営業統括部長 
井上 章 

ソリューション営業本部 第一営業部長 
パートナー営業本部 ストラテジック

アライアンス営業統括部長 
藤原 智人 

ソリューション営業本部 第二営業部長 
サービス営業本部 サービス第一営業

統括部 SOL ビジネス第一営業部長 
中平 真人 

ソリューション営業本部 第三営業部長 
サービス営業本部 サービス第一営業

統括部 ITO ビジネス営業部長 
湯浅 貴幸 

ソリューション営業本部 第四営業部長 
サービス営業本部 サービス第一営業

統括部 DNP ビジネス営業部長 
澤田 健祐 

ソリューション営業本部 第五営業部長 
サービス営業本部 サービス第二営業

統括部長 
田中 悟 

サービスプロバイダ営業本部 サービスプ

ロバイダ第一営業部長 

サービスプロバイダ営業本部 サービ

スプロバイダ第一営業統括部 営業一

部長 

佐々木 純一 

サービスプロバイダ営業本部 サービスプ

ロバイダ第二営業部長 

エンタープライズ営業本部 クラウド

ビジネス営業統括部長 
神野 靖基 

サービスプロバイダ営業本部 サービスプ

ロバイダ第三営業部長 

サービスプロバイダ営業本部 サービ

スプロバイダ第二営業統括部長 
鈴木 健之 

サービスプロバイダ営業本部 サービスプ

ロバイダ第四営業部長 

サービスプロバイダ営業本部 サービ

スプロバイダ第四営業統括部長 
藤巻 和也 

マーケティング本部 戦略企画推進部長 

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 ビジネス企画

一部長 

八巻 秀欣 
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新 職 旧 職 氏 名 

マーケティング本部 ビジネス企画開発部

長 

エンタープライズ営業本部 クラウド

ビジネス営業統括部 クラウド推進部

長 

森 貴哉 

アウトソーシング企画本部 アウトソーシ

ングサービス戦略部長 

サービス営業本部 サービス戦略統括

部 副統括部長 
宮崎 誠 

アウトソーシング企画本部 回線サービス

戦略部長 

サービス営業本部 サービス戦略統括

部 回線サービス戦略部長 
青木 淳 

アウトソーシング企画本部 アウトソーシ

ングサービス創生部長 

サービス営業本部 サービス戦略統括

部 サービス創生部長 
田中 浩隆 

ビジネス推進本部 グローバルビジネス推

進部長 

エンタープライズ営業本部 グローバ

ルビジネス統括部 副統括部長 
高木 経夫 

ビジネス推進本部 グループビジネス推進

部長 
営業企画本部 営業企画部 副部長 船越 良和 

ビジネス推進本部 ビジネス企画推進部長 営業企画本部 営業企画部長 山本 泰央 

ビジネス推進本部 ビジネス支援部長 営業企画本部 営業推進部長 福井 朗夫 

 

◆広域ビジネス部門 

新 職 旧 職 氏 名 

関西営業本部 関西第一営業部長 関西支店 関西第一営業統括部長 岡本 修二 

関西営業本部 関西第二営業部長 関西支店 関西第二営業統括部長 清水 昇 

関西営業本部 関西第三営業部長 
関西支店 関西第二営業統括部営業一

部長 
野口 豊 

関西営業本部 関西第四営業部長 
関西支店 関西第三営業統括部営業一

部長 
瀧川 賢吾 

中部営業本部 トヨタビジネス推進部長 中部支店 トヨタビジネス統括部長 鬼頭 巧 

中部営業本部 中部営業部長 
中部支店 中部営業統括部 SP 営業部

長 
渡辺 直樹 

九州営業本部 九州・沖縄営業部長 
サービスプロバイダ営業本部 サービ

スプロバイダ第一営業統括部長 
西島 英治 

東日本営業本部 東日本営業部長 東日本営業本部 東日本営業統括部長 佐藤 浩和 

 

◆エンジニアリング部門 

新 職 旧 職 氏 名 

アカウントサービス第一本部 テクニカル

サポート一部長 

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 

野崎 俊行 

アカウントサービス第一本部 テクニカル

サポート二部長 

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 ストラテジ

ックネットワーク部長 

大浦 孝徳 

アカウントサービス第一本部 中部システ

ムサービス一部長 

エクセレントサービス第一本部 中部

アカウントサービス統括部長 
大志田 順久 
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新 職 旧 職 氏 名 

アカウントサービス第一本部 中部システ

ムサービス二部長 

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 

瀬味 晃 

アカウントサービス第一本部 中部システ

ムサービス三部長 

エクセレントサービス第一本部 中部

アカウントサービス統括部 システム

サービス三部長 

山本 浩司 

アカウントサービス第二本部 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 アカ

ウントサービス第二統括部 副統括部

長 

早川 敏裕 

アカウントサービス第二本部 システムサ

ービス二部長 

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長 
新井 浩文 

アカウントサービス第二本部 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

ウントサービス第二統括部 エンター

プライズ四部長 

村井 仁 

アカウントサービス第二本部 システムサ

ービス四部長 

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 

小島 崇介 

アカウントサービス第二本部 システムサ

ービス五部長 

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 副統括部

長 

二川 彰人 

アカウントサービス第二本部 システムサ

ービス六部長 

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 

頃末 英昭 

アカウントサービス第三本部 クラウドサ

ービス部長 

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 シス

テムサービス二部長 

沼田 政幸 

アカウントサービス第三本部 オンプレミ

スサービス部長 

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 シス

テムサービス一部 二課長 

松崎 剛士 

アカウントサービス第四本部 関西システ

ムサービス一部長 

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 

林 正人 

アカウントサービス第四本部 関西システ

ムサービス二部長 

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 システム

サービス一部長 

佐藤 忍 

アカウントサービス第四本部 関西システ

ムサービス三部長 

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 シス

テムサービス二部長 

金子 健太郎 

アカウントサービス第四本部 九州システ

ムサービス一部長 

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 
築村 康士 

アカウントサービス第四本部 九州システ

ムサービス二部長 

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 システム

サービス二部長 

松尾 泰治 

サポートサービス第一本部 サービス一部

長 

エクセレントサービス第二本部 首都

圏システムサービス統括部 サービス

一部長 

高橋 信道 

サポートサービス第一本部 サービス二部

長 

エクセレントサービス第二本部 首都

圏システムサービス統括部 サービス

二部長 

山本 耕史 
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新 職 旧 職 氏 名 

サポートサービス第一本部 サービス三部

長 

エクセレントサービス第二本部 東日

本システムサービス統括部長 
野澤 一郎 

サポートサービス第一本部 サービス四部

長 

エクセレントサービス第二本部 首都

圏システムサービス統括部 サービス

四部長 

加藤 元靖 

サポートサービス第一本部 東日本サービ

ス部長 

エクセレントサービス第二本部 東日

本システムサービス統括部 サービス

四部長 

今野 聡 

サポートサービス第一本部 中部サービス

部長 

エクセレントサービス第二本部 中部

システムサービス統括部 サービス二

部長 

井谷 哲也 

サポートサービス第一本部 サポートサー

ビス企画室長 

エクセレントサービス第二本部 サポ

ートサービス企画室長 
向坂 紀文 

サポートサービス第二本部 関西サービス

一部長 

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 
山村 昌壽 

サポートサービス第二本部 関西サービス

二部長 

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 サービス一

部長 

東 拓也 

サポートサービス第二本部 九州サービス

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 
千葉 圭 

カスタマーリレーション本部 フィールド

サポート一部長 

エクセレントサービスリレーション

本部 カスタマーリレーションセンタ

ー 副センター長 

近藤 政則 

カスタマーリレーション本部 フィールド

サポート二部長 

エクセレントサービスリレーション

本部 カスタマーリレーションセンタ

ー フィールドサポート一部長 

野田 宏 

カスタマーリレーション本部 ＨＷプロダ

クトサポート一部長 

エクセレントサービスリレーション

本部 カスタマーリレーションセンタ

ー エンタープライズサーバー部長 

井上 晃伸 

カスタマーリレーション本部 ＨＷプロダ

クトサポート二部長 

エクセレントサービスリレーション

本部 カスタマーリレーションセンタ

ー サーバー＆ストレージ部長 

生住 哲也 

カスタマーリレーション本部 カスタマー

サービス部長 

エクセレントサービスリレーション

本部 カスタマーリレーションセンタ

ー カスタマーサービス部長 

佐藤 治幸 

クラウドサービス第一本部 システム開発

部長 

クラウドサービス本部 クラウドセン

ター サービス SW 開発部長 
嶋村 洋介 

クラウドサービス第一本部 システムイン

テグレーション部長 

クラウドサービス本部 クラウドセン

ター サービステクノロジー部長 
布村 知靖 

クラウドサービス第一本部 サービスサポ

ート部長 

クラウドサービス本部 クラウドセン

ター 副センター長 
古賀 正英 

クラウドサービス第一本部 サービス事業

推進部長 

クラウドサービス本部 クラウドセン

ター サービスマネジメント部長 
堀 史 

クラウドサービス第二本部 クラウドプラ

ットフォーム部長 

クラウドビジネス本部 クラウドビジ

ネス統括部 クラウドプラットフォー

ム部長 

内田 浩二 

クラウドサービス第二本部 トラストプラ

ットフォーム部長 

クラウドビジネス本部 クラウドビジ

ネス統括部 トラストプラットフォー

ム部長 

牧 博正 
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新 職 旧 職 氏 名 

マネージドサービス本部 アドバンスドサ

ービス一部長 

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 

リモートマネジメントサービス部長 

南口 武 

マネージドサービス本部 アドバンスドサ

ービス二部長 

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 

クライアントサービス部長 

高瀬 国勇 

マネージドサービス本部 アドバンスドサ

ービス三部長 

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 

池内 之彦 

アウトソーシングサービス本部 アセスメ

ント＆デザイン一部長 

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一統括部

長 

信岡 弘光 

アウトソーシングサービス本部 アセスメ

ント＆デザイン二部長 

ITO サービス本部 サービスデザイン

統括部 副統括部長 
近藤 純 

アウトソーシングサービス本部 サービス

一部長 

ITO サービス本部 サービスマネジメ

ント統括部 ITO サービス一部長 
泉 政信 

アウトソーシングサービス本部 サービス

二部長 

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一統括部 

サービス一部長 

村山 聡 

アウトソーシングサービス本部 サービス

三部長 

ITO サービス本部 サービスマネジメ

ント統括部 ITO サービス三部長 
金村 英彦 

アウトソーシングサービス本部 サービス

四部長 

ITO サービス本部 サービスマネジメ

ント統括部長 
高柳 忍 

技術戦略本部 技術戦略部長  内ヶ島 暢之 

なお、内ヶ島 暢之は、エアトラスト株式会社 代表取締役社長を継続します。 

技術戦略本部 デジタルイノベーション部

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 
阿野 弘喜 

技術戦略本部 エッジデバイス開発部長 
サービス営業本部 サービス第二営業

統括部 副統括部長 
山下 利之 

技術戦略本部 DevOps 推進部長 

DX ビジネス創生本部 デジタルイノ

ベーション統括部 Be.Agile 推進部

長 

宮崎 健夫 

エンジニア推進本部 業務推進部長 
エンジニア企画推進本部 エンジニア

企画統括部長 
河野 健太郎 

エンジニア推進本部 業務管理部長 
エンジニア企画推進本部 エンジニア

管理統括部長 
山本 勝久 

以 上 

 

※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

＜本ニュースリリースに関するお問い合わせ＞ 

https://www.uniadex.co.jp/cgi-bin/form/form-s.cgi 

 

https://www.uniadex.co.jp/cgi-bin/form/form-s.cgi

