
 
 
 

2018 年12 月21 日 
富士通株式会社 

 

執行役員および理事人事について 

下記の通り、執行役員および理事人事を決定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 執行役員 

  (  )カッコ内は担当業務 

(2019 年1 月1 日付予定)    

代表取締役社長 田中 達也  

代表取締役副社長 塚野 英博 (社長補佐、ＣＦＯ) 

執行役員副会長 佐々木 伸彦 (政策渉外、環境・ＣＳＲ本部担当) 

執行役員副会長 髙綱 直良 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部、 

スポーツ・文化イベントビジネス推進本部担当) 

執行役員専務 古田 英範  (兼) (ＣＴＯ、ＣＩＯ) 

執行役員専務 安井 三也 (秘書室担当、ゼネラル・カウンセル、ＣＩＳＯ) 

執行役員常務 阪井 洋之 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部長、 

(兼)スポーツ・文化イベントビジネス推進本部長) 

執行役員常務 木脇 秀己  (兼) (東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長) 

執行役員常務 窪田 雅己  (兼) (東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長) 

   

【ＥＭＥＩＡリージョン】   

リージョン長 執行役員専務 ダンカン テイト  

    

【Ａｍｅｒｉｃａｓリージョン】   

リージョン長 代表取締役副社長 塚野 英博  (兼)  

    

【Ａｓｉａリージョン】   

 執行役員専務 北岡 俊治  (兼) （Ａｓｉａリージョン担当） 

    

【グローバルコーポレート部門】   

部門長 代表取締役副社長 塚野 英博  (兼)  

 執行役員専務 安井 三也  (兼) (法務・コンプライアンス・知的財産本部担当) 

 執行役員常務 林 博司 (人事本部長、(兼)総務担当、(兼)健康推進本部担当) 

    

    



 
 

 執行役員常務 湯浅 一生 (事業企画室、事業開発室、デバイスソリューション室、 

財務経理本部担当) 

 執行役員常務 広瀬 敏男 (グローバルマーケティング本部長) 

    

【営業部門】   

部門長 執行役員専務 北岡 俊治  

 執行役員常務 山口 裕久 (産業・流通営業グループ長) 

 執行役員常務 窪田 雅己 (金融・社会基盤営業グループ長、 

(兼)金融・社会基盤営業グループ社会基盤ビジネス本部長) 

 執行役員常務 中野 克己 (公共・地域営業グループ長) 

 執行役員常務 小田 成 (共創ビジネスグループ長) 

    

【特機システム事業本部】   

 執行役員専務 北岡 俊治  (兼) (特機システム事業本部担当) 

   

【テクノロジーソリューション部門】   

部門長 執行役員専務 古田 英範  

副部門長 執行役員専務 河部本 章 (サーバ・ストレージ事業改革担当) 

副部門長 執行役員常務 木脇 秀己 (インテグレーション担当、 

(兼)社会インフラビジネスグループ長、 

(兼)デジタルソリューションサービスビジネスグループ長) 

副部門長 執行役員常務 松本 端午 (ネットワーク事業改革担当、 

(兼)ネットワークソリューション事業本部担当、 

(兼)共通開発本部担当) 

副部門長 執行役員常務 吉澤 尚子 (ＡＩ担当) 

 執行役員常務 砂田 敬之 (パブリックサービスビジネスグループ長) 

 執行役員常務 東 純一 (エンタープライズビジネスグループ長) 

 執行役員常務 島津 めぐみ (デジタルインフラサービスビジネスグループ長) 

 執行役員常務 時田 隆仁 (グローバルデリバリーグループ長) 

 執行役員常務 斎藤 淳一 (グローバルサイバーセキュリティビジネスグループ長) 

 執行役員常務 櫛田 龍治 (サービスプラットフォームビジネスグループ長) 

    

（2018 年12 月31 日付予定）    

【退任】    

 執行役員 原 裕貴 ※2019 年1 月1 日付にて株式会社富士通研究所 

代表取締役副社長に就任予定 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. 理事 

(2019 年1 月1 日付予定)   

【Ａｓｉａリージョン】 

理事 國澤 有通 Ａｓｉａリージョン長 

【Ｏｃｅａｎｉａリージョン】 

理事 マイク フォスター Ｏｃｅａｎｉａリージョン長 

【グローバルコーポレート部門】 

理事 山守 勇 広報ＩＲ室長、(兼) 政策渉外室担当 

理事 梶原 ゆみ子 人事本部副本部長（人材開発担当）、(兼)ダイバーシティ推進室長 

理事 三宅 仁 健康推進本部長 

理事 磯部 武司 財務経理本部長、(兼)経理部長 

理事 中山 五輪男 グローバルマーケティング本部首席エバンジェリスト、(兼)グローバルマーケティ

ング本部エバンジェリスト推進室長 

【営業部門】 

理事 藤原 克己 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 

理事 渡辺 裕文 産業・流通営業グループ流通ビジネス本部長 

理事 大森 真人 金融・社会基盤営業グループ第一金融ビジネス本部長 

理事 小宮 伸二 金融・社会基盤営業グループ第二金融ビジネス本部長 

理事 山田 厳英 公共・地域営業グループ東日本営業本部長、(兼)スポーツ・文化イベントビジネス

推進本部副本部長 

理事 音田 昌利 公共・地域営業グループ西日本営業本部長、(兼)スポーツ・文化イベントビジネス

推進本部副本部長 

理事 野口 勝史 共創ビジネスグループパートナービジネス＆ＳＳＢ推進本部長 

理事 小関 雄一 ビジネスマネジメント本部長、(兼)テクノロジーソリューション部門ビジネスマネジ

メント本部担当 

【特機システム事業本部】 

理事 小島 健男 特機システム事業本部長 

【テクノロジーソリューション部門】 

理事 澤田 洋一 テクノロジーソリューション部門プリンシパルＰＭ、(兼)アシュアランス本部担当、 

(兼)社会インフラビジネスグループプリンシパルＰＭ室担当、(兼) 社会インフラビ

ジネスグループ基盤サービスセンター担当 

理事 小林 俊範 パブリックサービスビジネスグループ副グループ長 

理事 松本 雅義 エンタープライズビジネスグループ副グループ長 

理事 太田 雅浩 デジタルインフラサービスビジネスグループクラウドサービス事業本部長 

理事 信藤 哲也 デジタルソリューションサービスビジネスグループデジタルフロント事業本部担

当、(兼)ＩＴＭＳ事業本部長 

理事 徳田 正之 グローバルデリバリーグループサービステクノロジー本部長 

理事 大濱 一郎 グローバルサイバーセキュリティビジネスグループ海外ビジネス担当 

理事 堀江 健志 (*) サービスプラットフォームビジネスグループ副グループ長 



 
 

理事 坂井 賢一 サービスプラットフォームビジネスグループデータセンタプラットフォーム事業本

部長 

理事 高木 達也 サービスプラットフォームビジネスグループフロントコンピューティング事業本部

長、(兼) サービスプラットフォームビジネスグループプラットフォームビジネス本

部長 

理事 妹尾 雅之 サービスプラットフォームビジネスグループネットワークプロダクト事業本部長 

【関係会社】   

理事 木滑 幹人 President and CEO, Fujitsu America, Inc.  

   *2018年12月31日付で株式会社富士通研究所取締役を退任し、2019年1月1日付にて当社理事に就任予定。 

以 上 


