
 

 

＜報道関係各位＞ 

2013年 3月 22日 

組織改正および人事異動のお知らせ 

 

NSW（日本システムウエア株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長：青木正）は、

下記のとおり 4月 1日付の組織改正およびそれに伴う人事異動を発令しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 組織改正（4月 1日付） 

 

1.1 目的 

   （1）ITソリューション事業におけるサービス系事業の強化 

（2）新規事業創出のより一層の加速 

   （3）本社機能の効率化 

 

1.2 内容 

（1）基盤ソリューション事業部、アウトソーシング事業部、ITマネージド事業部を再編し、サー

ビスインテグレーション事業部とインフラサービス事業部を新設する。 

（2）戦略室を事業戦略室に改称する。 

（3）事業支援部を総務部へ統合し、もって同部を廃止する。 

 

1.3 組織図 

    別紙のとおり 

 

 

2. 人事異動（4月 1日付） 

 

  別紙のとおり 

 

 

以上 

 

＜本件についてのお問い合わせ＞ 

日本システムウエア株式会社 企画室 IR広報担当 

TEL：03－3770－4014 FAX：03－3770－4953  

E-mail：kouhou@gw.nsw.co.jp 
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(代表取締役会長） 取締役会長 多田　修人

▽代表取締役執行役員社長 （取締役執行役員副社長、営業兼戦略室担当） 多田　尚二

▽代表取締役執行役員専務、経理部担当 （経理部長） 執行役員専務、総務部担当 桑原　公生

▽取締役相談役 （代表取締役執行役員社長） 青木　正

▽執行役員専務、事業戦略室、企画室、人事部担当 （執行役員常務、企画室長） 取締役 青山　英治

▽総務部長 （事業支援部長） 執行役員 中村　武人

▽企画室長 （人事部長） 執行役員 西郷　正宏
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＜役員人事＞

＜一般人事＞

ITソリューション事業本部



▽ビジネスソリューション事業部
　システムソリューション部副部長

渡辺 将寛

▽フィナンシャルソリューション事業部副事業部長 第一フィナンシャルソリューション部長 末永 淳一

▽フィナンシャルソリューション事業部
　第二フィナンシャルソリューション部副部長
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▽サービスインテグレーション事業部長 （基盤ソリューション事業部長） 山口 真吾
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（アウトソーシング事業部
　第二マネージドサービス部長）

長尾 隆明
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　第一マネージドサービス部長）

中込 香輝

▽インフラサービス事業部長 （ITマネージド事業部長） 関谷 守

▽インフラサービス事業部副事業部長
　兼第一マネージドサービス部長
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兼インダストリーマネージドサービス部長）

西村 芳久

▽インフラサービス事業部副事業部長
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（基盤ソリューション事業部
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鈴木 勝行

▽インフラサービス事業部
　プラットフォームサービス部副部長

渡邉　哲也

▽インフラサービス事業部
　第一マネージドサービス部副部長

（ITマネージド事業部
インダストリーマネージドサービス部副部長）

宮田 一成

▽インフラサービス事業部
　第一マネージドサービス部副部長

（ITマネージド事業部
インダストリーマネージドサービス部副部長）

平野 正明

▽インフラサービス事業部
　第二マネージドサービス部長
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▽インフラサービス事業部
　第二マネージドサービス部副部長

（ITマネージド事業部
ベンダーマネージドサービス部長）

石井 進

▽インフラサービス事業部
　第二マネージドサービス部副部長

（ITマネージド事業部
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武田 友一
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▽Ｌｉｎｔサービスグループ長 （事業支援部ニュービジネス開発グループ長） 石田 和美

▽調達グループ長 （事業支援部調達グループ長） 工藤 久穂
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経理部
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