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2023年 3月 22日 

BIPROGY 
人事異動 

BIPROGY株式会社（本社：東京都江東区、社長：平岡 昭良）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  
企画センター長 

ビジネスイノベーション推進部  
計画推進センター長 農添 一輝 

ビジネスイノベーション推進部  
ビジネス支援センター長 

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一事業部  
営業一部長   櫻井 学 

ファイナンシャル第一事業部  
営業二部長 

ファイナンシャル第一事業部  
営業一部長 市嶋 敏博 

ファイナンシャル第一事業部  
営業三部長 

ファイナンシャル第一事業部  
営業二部長 上柿元 亘 

ファイナンシャル第一事業部  
営業四部長 

ファイナンシャル第一事業部  
営業三部長 伊東 岳史 

ファイナンシャル第一事業部  
営業五部長 

ファイナンシャル第一事業部  
営業四部長 大戸 邦浩 

ファイナンシャル第二事業部  
OptBAEビジネス部長 

ファイナンシャル第二事業部  
営業一部長 藤川 治郎 

ファイナンシャル第二事業部  
コミュニティバンク営業部長 

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  
関西営業部長 兼 ファイナンシャル第
三事業部 関西営業部長 

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 

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 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス一部長 大野 浩 

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  
ビジネス二部長 林 貴康 

サービスイノベーション事業部  
ビジネス二部長 

ファイナンシャル第二事業部  
イノベーション推進部長 松尾 光泰 

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  
ビジネス四部長 松永 大 
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新 職 旧 職 氏 名 
社会公共サービス第一事業部  
中部公共ビジネス部長   柴崎 僚太 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス一部長   櫻井 章博 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス二部長   柴田 昌宏 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス三部長 

サービスイノベーション事業部  
ビジネス三部長 重道 誠之 

社会公共サービス第二事業部  
関西営業部長 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス二部長 濱田 実 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス四部長 

社会公共サービス第二事業部  
ビジネス三部長 田保 礼大 

インダストリーサービス第一事業部 
DXY推進営業部長  若鍋 幸太 

なお、若鍋 幸太は、インダストリーサービス第一事業部 CXLab センター長を兼務とし継続しま
す。 
インダストリーサービス第一事業部 
営業一部長 

インダストリーサービス第二事業部 
営業二部長 大野 純一 

インダストリーサービス第一事業部 
営業二部長 

インダストリーサービス第一事業部 
西日本営業一部長 増田 勇二 

インダストリーサービス第一事業部 
西日本営業部長 

インダストリーサービス第一事業部 
西日本営業二部長 竹内 範和 

インダストリーサービス第一事業部 
データビジネス創出センター長   安藤 剛 

インダストリーサービス第二事業部 
営業一部長 

インダストリーサービス第二事業部 
営業三部長 亀井 潤一郎 

インダストリーサービス第二事業部 
営業二部長   佐々木 宏治 

インダストリーサービス第二事業部 
西日本営業部長   西崎 健司 

インダストリーサービス第三事業部 
関西営業部長   中岡 慎治 

インダストリーサービス第四事業部 
営業二部長   石川 明洋 

 
◆ビジネスサービス部門 

新 職 旧 職 氏 名 
金融ビジネスサービス第一本部  
経営情報ソリューション部長 

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 

金融ビジネスサービス第一本部  
市場系ソリューション部長   井堀 由美 

金融ビジネスサービス第一本部  
信託ソリューション一部長 

金融ソリューション本部  
信託ソリューション一部長 中島 直幸 

金融ビジネスサービス第一本部  
信託ソリューション二部長 

金融ソリューション本部  
信託ソリューション二部長 茂木 剣之介 

金融ビジネスサービス第一本部  
信託ソリューション三部長 

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 
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新 職 旧 職 氏 名 
金融ビジネスサービス第二本部  
サービス企画部長 

金融ビジネスサービス第二本部  
OptBAE開発部長 三浦 惇 

金融ビジネスサービス第二本部  
OptBAEサービス部長   森 常光 

金融ビジネスサービス第二本部  
カスタマーサクセス部長 

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  
サービス二部長 

金融ビジネスサービス第二本部  
OptBAEサービス部長 関田 敬介 

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三本部  
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  
ビジネスサービス二部長 

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 田代 杏樹 

金融ビジネスサービス第三本部  
ビジネスサービス三部長   近藤 英昭 

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四本部  
ビジネスサービス二部長 

金融ビジネスサービス第四本部  
システム二部長 中尾 茂文 

なお、中尾 茂文は、2023年 2 月 1日発表のとおり金融ビジネスサービス第四本部 副本部長を主
務とし、金融ビジネスサービス第四本部 ビジネスサービス二部長を兼務します。 
金融ビジネスサービス第四本部  
ビジネスサービス一部長   齊藤 美奈子 

金融ビジネスサービス第四本部  
ビジネスサービス三部長   久一 大介  

金融ビジネスサービス第四本部  
ビジネスサービス四部長 

金融ビジネスサービス第四本部  
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  
ビジネスサービス五部長 

金融ビジネスサービス第四本部  
システム六部長 矢津 百得 

金融ビジネスサービス第四本部  
ビジネスサービス六部長 

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  
ビジネスサービス七部長 

金融ビジネスサービス第四本部  
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  
ビジネスサービス八部長   岡田 拓朗 

金融ソリューション本部  
バンキング企画一部長 

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 高橋 和也 

なお、高橋 和也は、2023年 2 月 1日発表のとおり金融ソリューション本部長を主務とし、金融
ソリューション本部 バンキング企画一部長を兼務します。  
金融ソリューション本部  
バンキング企画二部長   佐竹 清和 

社会公共サービス第一本部  
エネルギーサービス一部長 

社会公共サービス第一本部  
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  
エネルギーサービス二部長   片山 正樹 

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 

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 

社会公共サービス第一本部  
中部公共サービス部長   大島 俊輔 
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新 職 旧 職 氏 名 
社会公共サービス第一本部  
北海道公共サービス一部長 

社会公共サービス第一本部  
北海道公共サービス二部長 山本 博徳 

社会公共サービス第一本部  
北海道公共サービス二部長 

社会公共サービス第一本部  
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  
ソーシャルサービス部長 

社会公共サービス第一本部  
ソーシャルサービス一部長 江森 恵太 

社会公共サービス第三本部  
パブリックサービス部長 

社会公共サービス第一本部  
ソーシャルサービス二部長 大槻 政史 

プロダクトサービス第一本部  
SILabセンター長 

ビジネスサービス推進部  
SIラボセンター長 虎谷 裕基 

なお、虎谷 裕基は、2023年 2 月 1日発表のとおりプロダクトサービス第一本部 副本部長を主務
とし、プロダクトサービス第一本部 SILabセンター長を兼務します。  
プロダクトサービス第一本部  
CDOLabセンター長 品質マネジメント部 品質革新室長 八木 達矢 

プロダクトサービス第一本部  
共通基盤推進部長 

製造ビジネスサービス第一本部  
システム三部長 柴山 宗徳 

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   長谷 拓也 

プロダクトサービス第二本部  
決済サービス部長   伊藤 さおり 

プロダクトサービス第二本部  
ＯＢＤサービス一部長   村田 一世 

プロダクトサービス第二本部  
OBDサービス二部長 

プロダクトサービス第一本部  
OBDサービス二部長 大屋 将志 

流通ビジネスサービス第一本部  
DXTサービス二部長 DXTプロジェクト システム二部長 渡辺 隆宏 

なお、渡辺 隆宏は、2023年 2 月 1日発表のとおり流通ビジネスサービス第一本部 副本部長を主
務とし、流通ビジネスサービス第一本部 DXTサービス二部長を兼務します。  
流通ビジネスサービス第一本部  
リテールサービス一部長 

流通ビジネスサービス第一本部  
ビジネスサービス一部長 長岐 拓郎 

流通ビジネスサービス第一本部  
リテールサービス二部長 

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 島田 光康 

流通ビジネスサービス第一本部  
ＤＸＴサービス一部長 DXTプロジェクト システム一部長 原 加奈恵 

流通ビジネスサービス第一本部  
関西リテールサービス部長 

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 

流通ビジネスサービス第一本部  
ビジネスサービス部長 

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 近藤 清悦 

流通ビジネスサービス第一本部  
ダイレクトサービス部長   大島 俊之 

流通ビジネスサービス第一本部  
物流サービス一部長 

社会公共サービス第二本部  
物流サービス一部長 蓮田 康明 

流通ビジネスサービス第一本部  
物流サービス二部長 

社会公共サービス第二本部  
物流サービス二部長 増本 卓 

流通ビジネスサービス第二本部  
システム六部長 

流通ビジネスサービス第二本部  
中国システム部長 愛敬 治 

流通ビジネスサービス第二本部  
システム七部長 

流通ビジネスサービス第二本部  
リースシステム部長 伴 陽一郎 
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新 職 旧 職 氏 名 
流通ビジネスサービス第二本部  
関西システム部長 

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 宇津 誠一 

流通ビジネスサービス第二本部  
中国システム部長   池本 高志 

製造ビジネスサービス第一本部  
システム三部長   中澤 雄一郎 

製造ビジネスサービス第一本部  
エンジニアリングシステム一部長   熊井 雅和 

製造ビジネスサービス第二本部  
関東システム部長   長崎 一樹 

製造ビジネスサービス第二本部  
住宅システム部長   久保 充 

 
◆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  
GXビジネス推進部長 

戦略事業推進第一本部  
スマートＸーBiz推進部長 新井 康治 

戦略事業推進第一本部  
RSビジネス推進部長 

戦略事業推進第一本部  
社会公共サービスBiz推進部長 吉澤 穂積 

戦略事業推進第一本部  
AI・IoTビジネス推進部長   下拂 直樹 

戦略事業推進第二本部  
事業推進三部長 

社会公共サービス第一事業部  
ビジネス三部長 三宅 裕昭 

戦略事業推進第二本部  
xTech戦略一室長 

戦略事業推進第二本部  
xtech戦略室長 鈴木 敏彰 

なお、鈴木 敏彰は、Emellience Partners株式会社 代表取締役を継続します。  

戦略事業推進第二本部  
xTech戦略二室長 

ストラテジックアライアンス  
コラボレーティブビジネス推進室長 高山 晋平 

戦略事業推進第二本部  
xTech戦略三室長 経営企画部 PRJ準備室長 鬼武 辰憲 

DXBインキュベーション部  
提携推進一室長 

DXNインキュベーション部  
提携推進一室長 金子 昌弘 

DXBインキュベーション部  
提携推進二室長 

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 
プロセスアウトソーシング本部  
サービスアクセラレーション部長 

プロセスアウトソーシング本部  
企画推進部長 高橋 伸一郎 

プラットフォームサービス本部  
AI／IoT技術部長   脇森 浩志 

サポートサービス本部  
カスタマーサクセス推進部長 

サポートサービス本部  
DXソリューション部長 星 健一 

サポートサービス本部  
ワークプレイスサービス部長   盛田 豊 

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。 

＜本ニュースリリースに関するお問い合わせ＞ 
https://www.biprogy.com/newsrelease_contact/ 


