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 2022年3月24日 

日本ユニシス 
人事異動 

日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良）は、2022年4月1日付で下記の通り、
人事異動を行います。 

【人事異動】 発令日 2022年4月1日 

◆ ビジネスイノベーション部門

新 職 旧 職 氏 名 

ビジネスイノベーション推進部 ビジネス推進センター長 ビジネスイノベーション推進部 DX推進センター長 北山 大輔 

ビジネスイノベーション推進部 ビジネスサポートセンター
長 

高比良 徹 

ファイナンシャル第二事業部 営業二部長 高尾 篤史 

ファイナンシャル第二事業部 営業三部長 兼 ファイナン
シャル第三事業部 サービス企画部長  

ファイナンシャル第二事業部 サービス企画部長 木村 隆則 

ファイナンシャル第二事業部 イノベーション推進部長 
ファイナンシャル第一事業部 イノベーション推進部
長 

松尾 光泰 

ファイナンシャル第三事業部 営業一部長 ファイナンシャル第三事業部 ビジネス一部長 若佐 陽 

ファイナンシャル第三事業部 営業二部長 ファイナンシャル第三事業部 ビジネス三部長 加藤 雄也 

ファイナンシャル第三事業部 営業三部長 ファイナンシャル第三事業部 東日本ビジネス部長 藤井 英輔 

ファイナンシャル第三事業部 営業四部長 ファイナンシャル第三事業部 西日本ビジネス部長 濱崎 真一郎 

サービスイノベーション事業部 ビジネス一部長 
サービスイノベーション事業部 ファイナンシャル営
業部長 

鈴木 雅幸 

サービスイノベーション事業部 ビジネス二部長 サービスイノベーション事業部 戦略ビジネス部長 林 貴康 

サービスイノベーション事業部 ビジネス三部長 
サービスイノベーション事業部 クロスビジネス営業
部長 

重道 誠之 

サービスイノベーション事業部 ビジネス四部長 
サービスイノベーション事業部 ソーシャルサービス
営業部長 

松永 大 

社会公共サービス第一事業部 ビジネス一部長 公共第一事業部 ビジネス一部長 西分 也人 

社会公共サービス第一事業部 ビジネス二部長 公共第一事業部 ビジネス二部長 岡 智史 

社会公共サービス第一事業部 北海道公共ビジネス部
長 

公共第一事業部 北海道公共ビジネス部長 元石 政孝 

社会公共サービス第一事業部 中部公共ビジネス部長 公共第一事業部 中部公共ビジネス部長 平島 浩介 

社会公共サービス第一事業部 ビジネス三部長 公共第一事業部 ビジネス三部長 三宅 裕昭 
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新 職 旧 職 氏 名 

社会公共サービス第一事業部 ビジネス企画部長 公共第一事業部 ビジネス企画部長 松尾 尚志 

社会公共サービス第二事業部 ビジネス一部長 公共第二事業部 ビジネス三部長 大野 浩 

社会公共サービス第二事業部 ビジネス二部長 公共第二事業部 ビジネス二部長 濱田 実 

社会公共サービス第二事業部 ビジネス三部長 公共第二事業部 ビジネス四部長 田保 礼大 

インダストリサービス第一事業部 首都圏営業一部長 流通第一事業部 営業一部長 村上 明伸 

インダストリサービス第一事業部 首都圏営業二部長 流通第一事業部 営業二部長 清水 亮佑 

インダストリサービス第一事業部 西日本営業一部長 流通第一事業部 関西営業一部長 増田 勇二 

インダストリサービス第一事業部 西日本営業二部長 流通第一事業部 関西営業二部長 竹内 範和 

インダストリサービス第一事業部 九州沖縄営業部長 熊澤 克仁 

インダストリサービス第一事業部 CXLabセンター長 
キャナルペイメントサービス株式会社 代表取締
役 若鍋 幸太 

インダストリサービス第二事業部 営業一部長 流通第二事業部 営業二部長 伊澤 正広 

インダストリサービス第二事業部 営業二部長 流通第二事業部 営業一部長 大野 純一 

インダストリサービス第二事業部 営業三部長 亀井 潤一郎 

インダストリサービス第二事業部 東北営業部長 流通第二事業部 東北営業部長 阿部 一紀 

インダストリサービス第二事業部 中国営業部長 流通第二事業部 中国営業部長 藤原 敏展 

インダストリサービス第三事業部 自動車営業一部長 製造第一事業部 自動車営業一部長 遠藤 乃武生 

インダストリサービス第三事業部 自動車営業二部長 製造第一事業部 自動車営業三部長 高橋 弘典 

インダストリサービス第三事業部 自動車営業三部長 原田 和昌 

インダストリサービス第三事業部 関西営業部長 製造第一事業部 関西営業部長 山下 慶亮 

インダストリサービス第四事業部 営業一部長 製造第二事業部 営業一部長 大嶽 秀人 

インダストリサービス第四事業部 営業二部長 製造第二事業部 営業二部長 田中 大介 

インダストリサービス第四事業部 営業三部長 製造第二事業部 営業三部長 宮杉 尚孝 

インダストリサービス第四事業部 営業四部長 製造第二事業部 営業四部長 横川 愛 

◆ ビジネスサービス部門

新 職 旧 職 氏 名 

ビジネスサービス推進部 推進一部長 
公共ビジネスサービス第一本部 次世代ビジネス
開発部長 

井手ノ上 淳 

ビジネスサービス推進部 推進二部長 山本 裕子 

金融ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス二部長 大畑 恵美 

金融ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス四部長 中村 康一 

金融ビジネスサービス第二本部 OptBAEサービス部長 OptBAEプロジェクト サービス開発一部長 関田 敬介 

金融ビジネスサービス第二本部 OptBAE開発部長 OptBAEプロジェクト サービス開発二部長 三浦 惇 

金融ビジネスサービス第二本部 適用推進部長 築紫 淳 

金融ビジネスサービス第二本部 サービス一部長 OptBAEプロジェクト 信金システム一部長 齊藤 宏和 

金融ビジネスサービス第二本部 サービス二部長 OptBAEプロジェクト 信金システム二部長 高杉 史彦 
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新 職 旧 職 氏 名 

金融ビジネスサービス第二本部 フロント開発部長   杉山 大介 

金融ビジネスサービス第三本部 ビジネスサービス一部長 
金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス
一部長 

牧野 正巳 

金融ビジネスサービス第三本部 ビジネスサービス二部長 
金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス
二部長 

高橋 和也 

金融ビジネスサービス第三本部 ビジネスサービス三部長 
金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス
三部長 

若松 真哉 

金融ビジネスサービス第三本部 ビジネスサービス四部長 
金融ビジネスサービス第二本部 ビジネスサービス
四部長 

田代 杏樹 

金融ビジネスサービス第三本部 ビジネスサービス五部長   平間 久伸 

金融ビジネスサービス第三本部 ソリューション一部長   寺田 利宏 

金融ビジネスサービス第三本部 ソリューション二部長 金融ソリューション本部 ソリューション六部長 金田 勇一 

金融ビジネスサービス第四本部 システム一部長 
金融ビジネスサービス第三本部 系統システム一
部長 

甲斐田 徹 

金融ビジネスサービス第四本部 システム二部長 
金融ビジネスサービス第三本部 系統システム二
部長 

中尾 茂文 

金融ビジネスサービス第四本部 システム三部長 
金融ビジネスサービス第三本部 系統システム三
部長 

武澤 孝弘 

金融ビジネスサービス第四本部 システム四部長   辰上 かおり 

金融ビジネスサービス第四本部 システム五部長 
金融ビジネスサービス第三本部 系統システム四
部長 

島田 智行 

金融ビジネスサービス第四本部 システム六部長 
金融ビジネスサービス第三本部 系統システム五
部長 

矢津 百得 

金融ソリューション本部 経営情報ソリューション部長   吉川 美惠 

金融ソリューション本部 市場系ソリューション部長   遠洞 竜生 

金融ソリューション本部 信託ソリューション一部長 金融ソリューション本部 ソリューション五部長 中島 直幸 

金融ソリューション本部 信託ソリューション二部長 
金融ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス
二部長 

茂木 剣之介 

社会公共サービス第一本部 エネルギーサービス一部長 
公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーサービ
ス一部長 

清家 欽矢 

社会公共サービス第一本部 エネルギーサービス二部長 
公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーサービ
ス二部長 

中野 彰 

社会公共サービス第一本部 エネルギーソリューション部
長 

公共ビジネスサービス第二本部 エネルギーソリュ
ーション部長 

持地 政彦 

社会公共サービス第一本部 中部公共サービス部長 
公共ビジネスサービス第二本部 中部公共サービ
ス部長 

瀧谷 龍二 

社会公共サービス第一本部 北海道公共サービス一部
長 

公共ビジネスサービス第二本部 北海道公共サー
ビス一部長 

築城 武司 

社会公共サービス第一本部 北海道公共サービス二部
長 

公共ビジネスサービス第二本部 北海道公共サー
ビス二部長 

山本 博徳 
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新 職 旧 職 氏 名 

社会公共サービス第一本部 ソーシャルサービス一部長 
公共ビジネスサービス第二本部 社会公共サービ
ス部長 

江森 恵太 

社会公共サービス第一本部 ソーシャルサービス二部長 
公共ビジネスサービス第二本部 ヘルスケアサービ
ス部長 

大槻 政史 

社会公共サービス第二本部 エアラインサービス部長 
公共ビジネスサービス第一本部 エアラインサービ
ス一部長 

森重 智郷 

社会公共サービス第二本部 旅行流通サービス部長 
公共ビジネスサービス第一本部 旅行流通サービ
ス部長 

山崎 浩司 

社会公共サービス第二本部 物流サービス一部長 
公共ビジネスサービス第一本部 物流サービス一
部長 

蓮田 康明 

社会公共サービス第二本部 物流サービス二部長 
公共ビジネスサービス第一本部 物流サービス二
部長 

増本 卓 

社会公共サービス第二本部 鉄道サービス部長 
公共ビジネスサービス第一本部 関西公共サービ
ス一部長 

岸本 博 

社会公共サービス第二本部 次世代ビジネス開発部長   星野 雄一 

社会公共サービス第二本部 インフラサービス部長   杉山 悟 

社会公共サービス第三本部 郵政サービス一部長 JPプロジェクト 郵政サービス一部長 木原 克彦 

社会公共サービス第三本部 郵政サービス二部長 JPプロジェクト 郵政サービス二部長 内山 昌彦 

社会公共サービス第三本部 郵政サービス三部長 JPプロジェクト 郵政サービス三部長 伊藤 直樹 

社会公共サービス第三本部 パブリックサービス部長   南村 吉宏 

プロダクトサービス第一本部 サービスビジネス部長 
ソリューションサービス本部 サービスビジネス一部
長 

横山 正樹 

プロダクトサービス第一本部 OBDサービス一部長 ソリューションサービス本部 ECPFサービス部長 松井 克巳 

プロダクトサービス第一本部 OBDサービス二部長 
ソリューションサービス本部 AI/IoT技術サービス
部長 

大屋 将志 

プロダクトサービス第一本部 経営基盤サービス部長 
ソリューションサービス本部 経営基盤サービス部
長 

田倉 昇 

プロダクトサービス第二本部 クリエイティブデザイン一部
長 

製造ビジネスサービス第一本部 システム四部長 龍口 健二 

プロダクトサービス第二本部 クリエイティブデザイン二部
長 

  奥 公孝 

プロダクトサービス第二本部 スマートライフサービス部長 
ソリューションサービス本部 サービスビジネス二部
長 

滝沢 和明 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス二部長   島田 光康 

流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス三部長 
流通ビジネスサービス第一本部 ビジネスサービス
二部長 

近藤 清悦 

流通ビジネスサービス第一本部 関西ビジネスサービス一
部長 

流通ビジネスサービス第一本部 関西システム一
部長 

宇津 誠一 

流通ビジネスサービス第一本部 関西ビジネスサービス二
部長 

  川原 尚樹 
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新 職 旧 職 氏 名 

流通ビジネスサービス第二本部 システム三部長   早川 恵介 

流通ビジネスサービス第二本部 システム五部長   大本 康裕 

流通ビジネスサービス第二本部 中国システム部長 
流通ビジネスサービス第二本部 西日本システム
二部長 

愛敬 治 

製造ビジネスサービス第一本部 システム二部長   林 俊成 

製造ビジネスサービス第一本部 システム三部長 製造ビジネスサービス第一本部 システム五部長 柴山 宗徳 

製造ビジネスサービス第一本部 システム四部長 製造ビジネスサービス第一本部 システム六部長 林 明正 

製造ビジネスサービス第二本部 関東システム部長 製造ビジネスサービス第二本部 システム二部長 八木橋 健一 

◆ インキュベーション部門 

新 職 旧 職 氏 名 

戦略事業推進第一本部 スマートX-Biz推進部長 
戦略事業推進第一本部 社会環境Biz推進部
長 

新井 康治 

戦略事業推進第一本部 社会公共サービスＢｉｚ推
進部長 

戦略事業推進第一本部 DXサービス推進部長 吉澤 穂積 

戦略事業推進第一本部 ビジネス基盤企画部長 戦略事業推進第一本部 DX基盤推進部長 飯島 智生 

戦略事業推進第一本部 戦略管理部長 戦略事業推進第一本部 戦略事業推進部長 奥山 光美 

ストラテジックアライアンス 特命推進室長   向井 剛志 
なお、向井 剛志は、戦略事業推進第二本部 事業推進二部長を主務および継続職とし、ストラテジックアライアンス 特命推進
室長を兼務します。 

◆ DX推進部門 

新 職 旧 職 氏 名 

DXＮインキュベーション部 提携推進一室長 流通第一事業部 九州営業部長 金子 昌弘 

DXＮインキュベーション部 提携推進二室長   夏目 浩太郎 

◆ BizDevOps部門 

新 職 旧 職 氏 名 

プラットフォームサービス本部 DXアクセラレーション部長 プラットフォームサービス本部 サービス技術一部長 小林 久之 

プラットフォームサービス本部 アドバンスド開発技術部長 
プラットフォームサービス本部 生産技術イノベーシ
ョン部長 

大野 悠 

プラットフォームサービス本部 アドバンスド基盤技術部長 プラットフォームサービス本部 サービス技術二部長 井上 英樹 

プラットフォームサービス本部 データ＆アナリティクス部長   羽生 貴史 

サポートサービス本部 クラウドサービス部長 サポートサービス本部 DXサポート部長 鈴木 武俊 

以 上 
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※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。 
 
 
 
 
 
 
日本ユニシスは、2022年4月1日付で会社名（商号）を「BIPROGY株式会社（ビプロジーカブシキガイシャ、
英語表記︓BIPROGY Inc.）」に変更します。 
BIPROGYは、光が屈折・反射した時に見える7色（Blue、Indigo、Purple、Red、Orange、Green、
Yellow）の 頭文字を使った造語です。光を集約し、7色に輝かせるハンズオンカンパニーとして、あらゆる垣根を越
えた先にある、“光彩”が混ざりあった世界を表現するとともに、「さまざまなビジネスパートナーや多種多様な人々がも
つ光彩を掛け合わせ、混とんとした社会の中で新たな道を照らし出すこと」、そして「光彩が状況に応じて変化するよう
に、社会や環境変化に応じて提供する価値を変えていくこと」を意味しています。 
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