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平成 26 年３月 25 日 
各  位 

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目 7番 17 号 
サ イ バ ー コ ム 株 式 会 社 
代表取締役社長  渡邊 剛喜 
(コード番号：３８５２)  

 

組織体制変更および人事異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成 26 年３月 25 日開催の取締役会において、組織体制変更および人事異動を決議しましたので、 

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
１．組織体制変更 

  お客様案件の集約や経営の効率化を目的として組織体制を変更いたします。 

変更内容 

「ＳＩ部」を「システムインテグレーション部」に改称 

「経営管理部」内に「経営戦略室」、「営業戦略室」、「情報システム室」を新設 

「営業統括部」を廃止 

「システム事業部」内の「第４技術部」を廃止 

「ソリューション事業部」内の「福岡事業所」を「システム事業部」へ移管 

「ソリューション事業部」内の「新潟事業所」を「ネットワーク事業部」へ移管 

「ネットワーク事業部」内に「アミューズメントグループ」を新設 

「ソリューション事業部」内に「コミュニティソリューショングループ」を新設 

「ソリューション事業部」内の「ビジネスシステムグループ」と「第１技術部」を統合 

「ソリューション事業部」内の「第３技術部」を「システム事業部」「ネットワーク事業部」へ移管し、廃止 

 

２．委嘱の変更 

氏 名 新職 現職 

佐藤 文昭 常務取締役（管理担当） 
経営管理部長 

常務取締役（管理担当、営業担当） 
経営管理部長 

柏 文雄 取締役（営業担当） 
システム事業部長 

取締役（技術担当） 
ＳＩ部長 

稲本 聡之 取締役（技術担当） 
システムインテグレーション部長 

取締役（技術担当） 
システム事業部長 

 

３．人事異動 

氏 名 新役職 現役職 

渋谷 賢一 経営管理部副部長 兼 
経営管理部経営戦略室長 

営業統括部長 兼 
営業統括部ソリューションビジネスグループ長 

若木 裕之 システム事業部 
第１技術部長 

システム事業部第４技術部長 兼 
システム事業部第４技術部技術グループ長 

阿部 浩二 システム事業部 
第３技術部長 

ソリューション事業部第１技術部 
第２技術グループ長 

汐口 卓 システム事業部 
福岡事業所長 

ソリューション事業部 
福岡事業所長 
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氏 名 新役職 現役職 

吉川 昭 ネットワーク事業部 
第１技術部長 

ソリューション事業部 
第３技術部長 

吉村 義孝 ネットワーク事業部 
新潟事業所長 

営業統括部部署営業グループ担当課長 兼 
ソリューション事業部営業グループ担当課長 

中嶋 城 経営管理部 
営業戦略室長 

営業統括部 
営業推進室長 

岩崎 英次 経営管理部 
情報システム室長 

システム事業部 
第１技術部長 

豊田 清高 システム事業部 
営業グループ長 

営業統括部部署営業グループ長 兼 
システム事業部営業グループ長 

宗前 喜美男 システム事業部 
技術推進グループ長 

（新任） 

根釜 克典 システム事業部第１技術部 
第２技術グループ長 

営業統括部 
リバースエンジニアリングサービスグループ長 

木幡 陽 システム事業部第２技術部 
第３技術グループ長 

ソリューション事業部第３技術部 
第２技術グループ長 

佐々木 忠之 システム事業部第３技術部 
技術グループ長 

システム事業部第３技術部 
第２技術グループ長 

伊藤 正雄 システム事業部 
名古屋営業所長 

システム事業部第３技術部長 兼 
システム事業部名古屋営業所長 

小隈 健一 システム事業部福岡事業所 
営業グループ長 

営業統括部部署営業グループ長 兼 
ソリューション事業部福岡事業所営業グループ長 

春日 秀介 システム事業部福岡事業所 
技術グループ長 

ソリューション事業部福岡事業所 
技術グループ長 

岡本 大二 ネットワーク事業部 
営業グループ長 

ネットワーク事業部 
第１技術部長 

大坂 卓也 ネットワーク事業部第１技術部 
第２技術グループ長 

ソリューション事業部第３技術部 
第１技術グループ長 

鈴木 直登 ネットワーク事業部第１技術部 
第３技術グループ長 

ソリューション事業部第３技術部 
第３技術グループ長 

風澤 宏 ネットワーク事業部第２技術部 
第２技術グループ長 

ネットワーク事業部第１技術部 
第２技術グループ長 

遠藤 智史 ネットワーク事業部第２技術部 
第３技術グループ長 

ネットワーク事業部第２技術部 
第２技術グループ長 

音泉 義浩 ネットワーク事業部第２技術部 
アミューズメントグループ長 

（新任） 

石山 正人 ネットワーク事業部新潟事業所 
営業グループ長 

ソリューション事業部新潟事業所 
技術グループ長 

田邉 満仁 ネットワーク事業部新潟事業所 
技術グループ長 

ソリューション事業部新潟事業所長 兼 
営業統括部部署営業グループ長 兼 
ソリューション事業部新潟事業所営業グループ長 

菅原 彰 ソリューション事業部 
営業グループ長 

営業統括部部署営業グループ長 兼 
ソリューション事業部営業グループ長 

加藤 泰弘 ソリューション事業部第１技術部 
ビジネスシステムグループ長 

ソリューション事業部 
ビジネスシステムグループ長 

鈴木 裕人 ソリューション事業部第２技術部 
第２技術グループ長 

（新任） 
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氏 名 新役職 現役職 

佐々木孝一郎 ソリューション事業部第２技術部 
コミュニティソリューショングループ長 

ソリューション事業部第２技術部 
第２技術グループ長 

吉村 英樹 システムインテグレーション部 
営業グループ長 

営業統括部部署営業グループ長 兼 
ＳＩ部営業グループ長 

奥山 栄 ＣＴＩ部 
営業グループ長 

営業統括部部署営業グループ担当課長 兼 
ＣＴＩ部営業グループ担当課長 

岡田 英昭 ＣＴＩ部 
技術グループ長 

営業統括部部署営業グループ長 兼 
ＣＴＩ部営業グループ長 

 

４．異動年月日 

  平成 26 年４月 1日 

 

５．添付資料 

  平成 26 年４月 1日付けサイバーコム株式会社組織図 

 

 

 
＜お問合せ先＞ 

  神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目 10 番 10 号 

  TEL ０４５－３１２－３２７１（代） 

   FAX ０４５－３１２－３６６０ 

   常務取締役（情報開示責任者） 佐藤 文昭 

   経営管理部 広報ＩＲ室     平片 雅洋 

 
以 上  
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サイバーコム株式会社組織図 

平成２６年４月１日付 
 

 
 

 

（１／２） 
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（２／２） 
 

 

 

 


