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 2021年３月 17日 

各  位 

会 社 名 コ ム チ ュ ア 株 式 会 社 

 東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長  向  浩 一 

 (コード番号：３８４４ 東証第一部 ) 

問合せ先 常 務 取 締 役  野 間  治 

 T e l : 0 3 － 5 7 4 5 － 9 7 0 0 

 

 

組織変更、人事異動および子会社代表取締役の交代のお知らせ 

 

 

 当社は、2021年３月 17日開催の取締役会において、下記の通り、当社ならびに子会社の組織変更および人

事異動を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。また、子会社の代表取締役の交代につきまし

ても決定いたしましたのでお知らせいたします。 

  

記 

 

＜コムチュア株式会社＞ 

１． 組織変更（2021年４月１日付） 

部門の再編および名称変更 

・ビジネスパートナ推進本部を事業部門内に移管し、事業部門との連携を強化することで、ビジネス

パートナの新規開拓を推進いたします。 

・新規事業開発統括本部を新規事業開発推進本部に改称し、グループ全体の新規事業開発を横断的に

統括するだけではなく、より主体的に推進いたします。 

・ＢＰＭ本部をＤＰＡ本部に改称し、ＢＰＭを軸にＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲ技術を組み合わせ、お客様

のデジタル変革を推進いたします。 

・エンタープライズサービス本部をＥＲＰ本部に改称し、人事給与を含めたＥＲＰシステムの導入に

注力いたします。 

新組織名 旧組織名 

ビジネスパートナ推進本部 
経営統括 

ビジネスパートナ推進本部 

新規事業開発推進本部 新規事業開発統括本部 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズサービス本部 

※ＤＰＡ（デジタルプロセスオートメーション）はＢＰＭ（ビジネスプロセスマネジメント）×Ｒ

ＰＡ（業務の自動化）×ＡＩ－ＯＣＲ（紙のデジタル化）の総称。 
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２． 人事異動 

（１） 役員人事（2021年４月 30日付） 

(新役位) （氏名） (現役位) 

退任 
向井 健治 

(ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ) 
取締役 

 

（２） 人事異動（2021年４月１日付） 

取締役・執行役員・本部長・部長・担当部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

代表取締役社長 

兼 デジタルラーニング本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

代表取締役社長 

兼 ＩＴ基盤ソリューション事業部長 

兼 エディフィストラーニング（株） 

取締役 

代表取締役社長 

兼 デジタルラーニング本部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

取締役 

兼 エディフィストラーニング（株） 

取締役 

亀井 貴裕 

(ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ) 

取締役 

経営統括 

経営企画本部長 

兼 経営企画本部 

経営企画部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

取締役 

取締役 

経営統括 

経営企画本部長 

兼 経営企画本部 

経営企画部長 

佐野 恭一 

(ｻﾉ ｷｮｳｲﾁ) 

執行役員 

プラットフォームソリューション推進本部

長 

兼 プラットフォームソリューション推進

本部 

オープンソースソフトウェア事業推進

部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション

本部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

マーケティング本部長 

執行役員 

プラットフォームソリューション推進本部 

オープンソースソフトウェア事業推進部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

インフラソリューション本部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

松井 健太 

(ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ) 

執行役員 

プラットフォームソリューション推進本部 

クラウドプラットフォーム推進部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ＡＷＳクラウドソリューション本部長 

執行役員 

プラットフォームソリューション推進本部 

クラウドプラットフォーム推進部長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

クラウドプラットフォーム本部長 

兼 クラウドプラットフォーム本部 

クラウドプラットフォームソリューシ

ョン部長 

梶山 豊裕 

(ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾖﾋﾛ) 

執行役員 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

ＩＴマネジメントサービス事業部長 

兼 ハイブリッド IＴサービス本部長 

コムチュアネットワーク（株） 

執行役員 

ハイブリッド IＴサービス本部長 

加藤 高明 

(ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ) 

テクノロジー統括本部 

品質監理本部長 

兼 品質監理本部 

品質監理部長 

新任 

篠原 昭一 

(ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｲﾁ) 
ビジネスパートナ推進本部長 

経営統括 

ビジネスパートナ推進本部長 

多和田 豪 

(ﾀﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ) 
新規事業開発推進本部長 新任 

窪田 英司 

(ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾞ) 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部長 

兼 デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第一部長 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第一部長 

佐多 祐輔 

(ｻﾀ ﾕｳｽｹ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部長 

兼 ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第三部長 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部長 

兼 ＢＰＭ本部 

  ＢＰＭ第三部長 

南部 洋介 

(ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ) 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部長 

兼 ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズサービス本部長 

兼 エンタープライズサービス本部 

ＥＲＰ部長 

金山 昌基 

(ｶﾅﾔﾏ ﾏｻｷ) 

ビジネスソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 ディレクター 

兼 インダストリーサービス本部 

製造・流通サービス部長 

ビジネスソリューション事業部 

インダストリーサービス本部 ディレクター 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

石口 学 

(ｲｼｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ) 

ビジネスパートナ推進本部 

ビジネスパートナ推進部長 

経営統括 

ビジネスパートナ推進本部 

ビジネスパートナ推進部長 

志村 真和 

(ｼﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ) 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第二部長 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データマネジメント部 

第１グループ長 

髙橋 歩 

(ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第一部長 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部 

ＢＰＭ第一部長 

芳賀 慎太郎 

(ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第二部長 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部 

ＢＰＭ第二部長 

墨野倉 勇 

(ｽﾐﾉｸﾗ ｲｻﾑ) 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＨＲテック部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズサービス本部 

ＨＲテック部長 

下畑 尚之 

(ｼﾓﾊﾀ ﾀｶﾕｷ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 担当部長 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部 担当部長 

和田 裕史 

(ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ) 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第一部 担当部長 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第二部長 

長尾 賢一 

(ﾅｶﾞｵ ｹﾝｲﾁ) 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データサイエンス・ＡＩ第二部 担当部長 

デジタルソリューション事業部 

デジタルイノベーション本部 

データマネジメント部 担当部長 

渡邉 進 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ) 

クラウドソリューション事業部 

ＤＰＡ本部 

ＤＰＡ第一部 担当部長 

クラウドソリューション事業部 

ＢＰＭ本部 

ＢＰＭ第一部 担当部長 

二瓶 正直 

(ﾆﾍｲ ﾏｻﾅｵ) 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズサービス本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

神崎 峰雄 

(ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾈｵ) 

ビジネスソリューション事業部 

ＥＲＰ本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

ビジネスソリューション事業部 

エンタープライズサービス本部 

ＥＲＰ部 担当部長 

松野 太志 

(ﾏﾂﾉ ﾌﾄｼ) 

ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第一部 担当部長 

ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第一部 

第１グループ長 

外山 昭彦 

(ﾄﾔﾏ ｱｷﾋｺ) 

ビジネスソリューション事業部 

フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第二部 担当部長 

フィナンシャルサービス本部 

フィナンシャルサービス第二部 マネージ

ャー 
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＜コムチュアネットワーク株式会社＞ 

１． 代表取締役交代（2021年４月１日付） 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

澤田 千尋 

(ｻﾜﾀﾞ ﾁﾋﾛ) 

コムチュア（株） 代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

代表取締役社長 

兼 エディフィストラーニング（株） 

取締役 

コムチュア（株） 代表取締役社長 

兼 コムチュアネットワーク（株） 

取締役 

兼 エディフィストラーニング（株） 

取締役 

なお、現在代表取締役社長の向井 健治は 2021年３月 31日付で代表取締役を退任予定です。 

 

２． 組織変更（2021年４月１日付） 

（１） 事業部の新設 

事業部制を導入し、２事業部体制といたします。 

ＩＴ基盤ソリューション事業部では、クラウド・オンプレミス環境上でのサーバー、ストレージ、

ネットワークの設計構築事業を推進いたします。 

ＩＴマネジメントサービス事業部では、オンサイト型運用からリモート型運用、マネージド・サー

ビス（ＭＳＰ）事業などの幅広い高度運用事業を推進いたします。 

新組織名 旧組織名 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 新設 

ＩＴマネジメントサービス事業部 新設 

 

（２） 部門の再編 

・クラウドプラットフォーム本部をＡＷＳクラウドソリューション本部に改称し、プラットフォーム

ベンダー連携により、ＡＷＳ事業を推進いたします。 

・ハイブリッドクラウドソリューション本部を新設し、クラウドとオンプレミスのハイブリッドクラ

ウド構築やクラウドネイティブな基盤構築事業を推進いたします。 

・ＯＡプラットフォームサービス本部をシステムマネジメント本部に改称し、ＰＣＬＣＭ（ＰＣライ

フサイクルマネジメント）を中心とした幅広い運用事業を推進いたします。 

・ＯＡプラットフォームマネジメント第二部をハイブリッドＩＴサービス本部配下に移管し、高度運

用事業を推進いたします。 

新組織名 旧組織名 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ＡＷＳクラウドソリューション本部 
クラウドプラットフォーム本部 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 
新設 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

システムマネジメント本部 
ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

ハイブリッドＩＴサービス第二部 

ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＯＡプラットフォームマネジメント第二部 



6 

 

２． 人事異動（2021年４月１日付） 

（１） 役員人事 

(新役位) （氏名） (現役位) 

取締役 
向井 健治 

(ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ) 
代表取締役社長 

取締役 
亀井 貴裕 

(ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ) 
新任 

なお、向井 健治は 2021年４月 30日付で取締役を退任予定です。 

 

（２） 人事異動 

執行役員・本部長・ディレクター・部長・担当部長・技術部長 

(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

千歳 渉 

(ﾁﾄｾ ﾜﾀﾙ) 

執行役員 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

システムマネジメント本部長 

兼 システムマネジメント本部 

システムマネジメント第一部長 

執行役員 

ＯＡプラットフォームサービス本部長 

山本 啓司 

(ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部長 
新任 

一ノ瀬 隆 

(ｲﾁﾉｾ ﾀｶｼ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

テクノロジーサービス本部長 

テクノロジーサービス本部長 

兼 テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部長 

小鮒 和礎 

(ｺﾌﾞﾅ ｶｽﾞｷ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 ディレク

ター 

ハイブリッドＩＴサービス本部 ディレク

ター 

兼 ハイブリッドＩＴサービス本部 

エンドポイントサービス部長 

金子 英一 

(ｶﾈｺ ｴｲｲﾁ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ディレクター 

新任 

岡ノ谷 陽二 

(ｵｶﾉﾔ ﾖｳｼﾞ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ＡＷＳクラウドソリューション本部 

クラウドプラットフォームソリューション

部長 

クラウドプラットフォーム本部 

クラウドプラットフォームソリューション

部 担当部長 

武藤 紀有 

(ﾑﾄｳ ﾉﾘｱ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ＡＷＳクラウドソリューション本部 

ＩＴＳＭソリューション部長 

クラウドプラットフォーム本部 

ＩＴＳＭソリューション部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

山口 公誉 

(ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部長 

兼 コムチュアマーケティング（株） 

マーケティング本部 

クラウド営業部長 

インフラソリューション本部 

ＯＳＳソリューション部長 

荒垣 誠 

(ｱﾗｶﾞｷ ﾏｺﾄ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 

インフラソリューション本部 

ネットワークソリューション部長 

赤羽 正行 

(ｱｶﾊﾈ ﾏｻﾕｷ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

インフラソリューション本部 

テクニカルエンジニアリング部長 

インフラソリューション本部 

テクニカルエンジニアリング部長 

水嶋 孝志 

(ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｼ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

マネージド・サービス第一部長 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

マネージド・サービス第一部長 

内田 博巳 

(ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

マネージド・サービス第二部長 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

マネージド・サービス第二部長 

鈴木 秀之 

(ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

ハイブリッドＩＴサービス第一部長 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

ハイブリッドＩＴサービス部長 

平島 玲二 

(ﾋﾗｼﾏ ﾚｲｼﾞ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

ハイブリッドＩＴサービス第二部長 

ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＯＡプラットフォームマネジメント第一部

長 

渡邉 裕幸 

(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部長 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第一部長 

上田 耕介 

(ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第二部長 

テクノロジーサービス本部 

テクノロジーサービス第三部長 

阿部 文裕 

(ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

システムマネジメント本部 

システムマネジメント第二部長 

ＯＡプラットフォームサービス本部 

ＯＡプラットフォームマネジメント第二部

長 

門馬 龍司 

(ﾓﾝﾏ ﾘｭｳｼﾞ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ＡＷＳクラウドソリューション本部 

クラウドプラットフォームソリューション

部 担当部長 

クラウドプラットフォーム本部 

クラウドプラットフォームソリューション

部 担当部長 
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(氏名) (新役職名) (旧役職名) 

立木 匡吏 

(ﾂｲｷ ﾏｻｼ) 

ＩＴマネジメントサービス事業部 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

マネージド・サービス第一部 担当部長 

ハイブリッドＩＴサービス本部 

エンドポイントサービス部 担当部長 

石井 悟 

(ｲｼｲ ｻﾄﾙ) 

ＩＴ基盤ソリューション事業部 

ハイブリッドクラウドソリューション本部 

ハイブリッドソリューション部 技術部長 

インフラソリューション本部 

テクニカルエンジニアリング部 技術部長 

 

以上 
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プロセスセンター

総務本部 総務部

情報システム本部 情報システム部

経営統括 働き方改革推進室

人事労務部

法務部

経営企画本部 経営企画部

秘書室

経理本部 財務会計部

営業会計本部 管理会計部

営業管理部

人事本部 人財開発部

業務改革推進室

大阪事業所

名古屋事業所

デジタルラーニング本部 教育ビジネス部

HRテック部

インダストリーサービス本部 製造・流通サービス部

通信・メディアサービス部

フィナンシャルサービス本部 フィナンシャルサービス第一部

フィナンシャルサービス第二部

フィナンシャルサービス第三部

プラットフォームソリューション推進本部 クラウドプラットフォーム推進部

オープンソースソフトウェア事業推進部

データサイエンス・ＡＩ第二部

データマネジメント部

デジタルソリューション事業部

監査室

テクノロジー統括本部

品質監理本部

クラウドソリューション事業部

ＥＲＰ本部 ＥＲＰ部

コラボレーション本部 コラボレーション第一部

コラボレーション第二部

クラウドサービスインテグレーション本部 クラウドサービスインテグレーション第一部

クラウドサービスインテグレーション第二部

ＤＰＡ本部 ＤＰＡ第一部

ＤＰＡ第二部

ＤＰＡ第三部

ビジネスソリューション事業部

ビジネスパートナ推進本部 ビジネスパートナ推進部

コムチュア株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

会長 社長

品質監理部

デジタルイノベーション本部 データサイエンス・ＡＩ第一部

新規事業開発推進本部
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事業支援課

総務部

社長 ラーニングソリューション部

ビジネスパートナー部

エデュケーションサービス部

社長

システムマネジメント本部 システムマネジメント第一部

システムマネジメント第二部

コムチュアマーケティング株式会社

取締役会

社長 マーケティング本部 クラウド営業部

コムチュアデータサイエンス株式会社

取締役会

エディフィストラーニング株式会社

取締役会

テクノロジーサービス第二部

ハイブリッドクラウドソリューション本部 ハイブリッドソリューション部

ネットワークソリューション部

インフラソリューション本部 テクニカルエンジニアリング部

テクノロジーサービス本部 テクノロジーサービス第一部

ＩＴマネジメントサービス事業部

ハイブリッドＩＴサービス本部 マネージド・サービス第一部

マネージド・サービス第二部

ハイブリッドＩＴサービス第一部

ハイブリッドＩＴサービス第二部

コムチュアネットワーク株式会社

取締役会

社長

ＡＷＳクラウドソリューション本部 クラウドプラットフォームソリューション部

ＩＴＳＭソリューション部

ＩＴ基盤ソリューション事業部


