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別紙                                                     2018年 3月 13日 

株式会社ラック 

2018 年 4 月 1 日付 人事異動 

 

１．取締役（社外取締役を除く。） 

氏名 新役職 旧役職 

髙梨 輝彦 取締役会長 同左 

西本 逸郎 
代表取締役社長 執行役員社長  

ＣＴＯ 
同左 

英 秀明 

取締役 常務執行役員 

（経営管理部・財務経理部・業務推進部・ビジ

ネス推進部担当） 

取締役 常務執行役員  

ＩＴプロフェッショナル統括本部長  

兼 同統括本部 サービス推進室長 

齋藤 理 

取締役 常務執行役員 

（事業統括部・マーケティング部・プロジェクト開

発部・金融事業部・エンタープライズ事業部・サ

イバーセキュリティ事業部・中部事業部・エリアビ

ジネス開発部担当） 

取締役 常務執行役員 

（営業本部・通信インフラソリューション本部担当） 

伊藤 信博 
取締役 常務執行役員 

（総務部・人事部・法務部担当） 

取締役 常務執行役員 

（総務人事・財務経理・業務推進・法務担当） 

小林 義明 

取締役 常務執行役員 

（経営戦略推進部・通信インフラソリューション事

業部担当） 

経営戦略推進部長  

兼 通信インフラソリューション事業部長 

取締役 常務執行役員  

経営戦略推進部長 

三木 俊明 
取締役 常務執行役員 

（サイバー・グリッド・ジャパン担当） 

取締役 常務執行役員 

（サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ 

スマート・ビジネス・ファクトリ担当） 

 

２．執行役員 

氏名 新役職 旧役職 

山中 茂生 
常務執行役員 金融事業部長 

兼 事業統括部 ソリューション推進担当 

常務執行役員 ＣＳＯ 事業企画部長 

兼 同部 事業戦略推進室長 

萩原 利彦 常務執行役員 事業統括部長 常務執行役員 営業本部長 

丹代 武 執行役員 秘書部長 執行役員 経営企画部長 

加藤 彰子 執行役員 ＣＩＳＯ リスクマネジメント部長 同左 

川本 成彦 執行役員 経営企画部長 － 

大貫 大輔 
執行役員 経営管理部長 

兼 同部 計数管理室長 

執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

事業統括部長 

出口 光浩 
執行役員 財務経理部長 

兼 同部 財務室長 

執行役員 経営管理部長 

兼 財務経理部長 

兼 財務経理部 財務室長 
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水口 賀雄 
執行役員 業務推進部長 

兼 同部 製品購買室長 

執行役員 業務推進部長 

兼 同部 購買室長 

秋山 宜範 
執行役員 ビジネス推進部長 

兼 同部 ＣＳ推進室長 

理事 経営企画部 ＣＳ推進室長 

兼 ＩＴプロフェッショナル統括本部 

野尻 晃史 執行役員 総務部長 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第一部長 

鎌田 寿雄 執行役員 ＣＩＯ 人事部長 
執行役員 ＣＩＯ 人事戦略推進部長 

兼 総務人事部長 

土屋 奈生 
執行役員 法務部長 

兼 同部 知財室長 

執行役員 法務部長 

 

加藤 智巳 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部 シニアコンサルタント 

奥天 陽司 執行役員 ＣＳＯ マーケティング部長 経営企画部 コーポレート・マーケティング室長 

倉持 浩明 執行役員 エンタープライズ事業部長 

執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部長 

兼 同統括本部 事業統括部 

中間 俊英 執行役員 サイバーセキュリティ事業部長 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部長 

大野 祐一 
執行役員 中部事業部長 

兼 同事業部 技術部長 

理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

シニアコンサルタント 

野間 美行 
執行役員 プロジェクト開発部 営業担当 

兼 エリアビジネス開発部長 
理事 営業本部 副本部長 

 

３．管理職人事 

氏名 新役職 旧役職 

木村 麻衣子 内部監査室長 内部監査室 

洞野 卓宏 

経営企画部  

経営企画推進室長 

兼 経営戦略推進部 

経営企画部  

経営企画室長 

兼 経営戦略推進部 

岩崎 勝 
経営企画部  

コーポレート・コミュニケーション室長 
同左 

白畑 厚志 経営戦略推進部 副部長 同左 

佐伯 秋乃 
経営管理部  

経営管理室長 

経営管理部  

予算管理室長 

浜本 拓 
経営管理部  

品質監理室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サービス推進室 ＰＭＯ・教育グループマネジャー 

吉野 浩史 
財務経理部  

経理室長 
同左 

米田 保典 
業務推進部  

営業業務室長 
同左 

門井 圭介 
ビジネス推進部  

協業推進室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サービス推進室 事業推進グループマネジャー 

貝原 史香 
総務部  

総務サービス室長 

業務推進部  

審査室長 
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雪岡 甲 
総務部  

ＩＣＴサービス室長 

スマート・ビジネス・ファクトリ  

管理グループマネジャー 

向山 暢彦 

総務部  

業務変革推進室長 

兼 同部 ファシリティマネジメント室長 

総務人事部  

総務サービス室長 

山中 聡 
人事部 副部長 

兼 同部 働き方改革推進室長 

人事戦略推進部 副部長 

兼 同部 働き方改革推進室長 

渡辺 勇一郎 
人事部  

人材戦略推進室長 

人事戦略推進部  

人材戦略推進室長 

平林 美穂 
人事部  

人事サービス室長 

総務人事部  

人事サービス室長 

小室 尚久 
法務部  

法務室長 
法務部 

川口 洋 
サイバー・グリッド・ジャパン  

サイバー・グリッド研究所長 
同左 

佐藤 雅俊 
サイバー・グリッド・ジャパン  

ナショナルセキュリティ研究所長 
同左 

小笠原 恒雄 
サイバー・グリッド・ジャパン  

次世代技術開発センター長 
同左 

吉岡 良平 
サイバー・グリッド・ジャパン 副ＧＭ 

兼 同ＩＣＴ利用環境啓発支援室長 

サイバー・グリッド・ジャパン  

ＩＣＴ利用環境啓発支援室長 

渥美 清隆 
サイバー・グリッド・ジャパン  

ＩｏＴ技術研究所長 
同左 

山嵜 敦之 事業統括部 副部長 
営業本部  

金融法人部長 

信太 貞昭 
事業統括部  

ソリューション推進室長 

事業企画部  

事業企画推進室長 

兼 同事業企画推進室  

ソリューション企画推進グループマネジャー 

池田 芳輝 
理事 事業統括部  

営業推進室長 

理事 営業本部  

ＩＴソリューション営業部長 

武田 一城 
マーケティング部  

マーケティング戦略室長 
事業企画部 担当部長 

又江原 恭彦 
マーケティング部  

新規事業開発室長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

セキュリティコンサルティング部長 

兼 事業企画部  

グローバル企画・コンサルティング推進室長 

兼 同セキュリティコンサルティング部  

第三グループマネジャー 

肥田木 優 理事 プロジェクト開発部長 
執行役員 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部長 

森山 伸一 理事 金融事業部 副事業部長 
理事 ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第二部長 

可児 康之 
理事 金融事業部  

事業推進部長 
理事 事業企画部 副部長 

小野 康弘 
金融事業部  

営業第一部長 

事業企画部  

Dynatrace事業推進室長 
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金野 武 
金融事業部  

営業第二部長 

事業企画部  

事業企画推進室 副室長 

六信 洋二 
金融事業部  

金融システム第一部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第二部  

第一グループマネジャー 

竹内 圭 
金融事業部  

金融システム第二部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部  

アドバンストＩＴサービス部長 

東 俊介 
エンタープライズ事業部 副事業部長 

兼 同事業部 営業第一部長 

営業本部  

事業法人部長 

阪口 博美 
エンタープライズ事業部  

営業第二部長 

通信インフラソリューション本部  

第一通信インフラソリューション部長 

兼 経営戦略推進部 

近藤 正規 
エンタープライズ事業部  

営業第三部長 

営業本部  

公共セキュリティ営業部長 

峯岸 大輔 
エンタープライズ事業部  

エンタープライズ・システム第一部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

エンタープライズシステム部長 

河田 隆彦 
エンタープライズ事業部  

エンタープライズ・システム第二部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

ＩＴサービス事業部 ＩＴサービス第三部長 

永井 英徳 
エンタープライズ事業部  

システムセキュリティサービス部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

セキュリティディレクションサービス部長 

兼 同セキュリティディレクションサービス部  

第一グループマネジャー 

田嶋 等 理事 サイバーセキュリティ事業部 副事業部長 
理事 営業本部  

セキュリティ営業部長 

渡部 友一 
サイバーセキュリティ事業部  

ビジネスパートナー戦略部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

システムアセスメント部長 

兼 同システムアセスメント部  

サービスマネジメントグループマネジャー 

西村 篤志 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティコンサルティング部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

セキュリティコンサルティング部  

第一グループマネジャー 

木村 雅弘 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティ診断部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 

エンタープライズ・セキュリティサービス事業部  

システムアセスメント部  

セキュリティ診断グループマネジャー 

内田 法道 
サイバーセキュリティ事業部  

サイバー救急センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

サイバー救急センター長 

賀川 亮 
サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ アナリシスグループマネジャー 

好田 崇志 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティソリューションビジネス部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ デバイスマルチグループマネジャー 
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井原 康博 
サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティシステム開発部長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部  

サイバーセキュリティ事業部  

セキュリティシステム開発部長 

鷲尾 浩之 
サイバーセキュリティ事業部  

ＡＣＴＲ センター長 

ＩＴプロフェッショナル統括本部 

サイバーセキュリティ事業部  

ＪＳＯＣ アナリシスグループ ＧＬ 

芝田 勝典 
中部事業部  

営業部長 

営業本部  

ＩＴソリューション営業部 担当部長 

倉林 俊介 
中部事業部  

企画部長 

営業本部  

名古屋事業所長 

守田 智成 
エリアビジネス開発部  

福岡事業所長 

営業本部  

福岡事業所長 

古畠 眞佐登 
エリアビジネス開発部  

アクシス事業所長 

営業本部  

アクシス事業所長 

星山 祐一 

通信インフラソリューション事業部  

営業部長 

兼 同事業部 技術部長 

事業企画部 事業企画推進室  

ソリューション企画推進グループ 担当部長 

後藤 亘厚 
通信インフラソリューション事業部 副事業部長 

兼 同事業部 メディア部長 

通信インフラソリューション本部  

第二通信インフラソリューション部長 

 

以上 


