
 

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：多田尚二）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推進体制の強化 
（2）本社機能の統廃合による最適化 

 

1.2 内容 
（1）ＩＴソリューション事業本部 

営業および事業推進体制を見直し再編。公共ソリューション事業部とインフラサービス事業

部を廃止し、新たに公共・社会インフラソリューション事業部とマネージドサービス事業部

を新設する。 

 

（2）本社部門 

総務部と人事部を統合し総務人事部とする。 

 
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 
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発令日：4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽顧問 （取締役相談役） 青木　正

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ （ビジネスソリューション事業部長）
執行役員、ITソリューション事業本部副事
業本部長兼フィナンシャルソリューション事
業部長

小山　文雄

▽ITソリューション事業本部営業担当 （ITソリューション事業本部営業統括部長） 執行役員 衛藤　純二

▽NSWウィズ株式会社代表取締役社長 執行役員、企画室長 西郷　正宏

▽執行役員 経理部長 鈴木　晴雄

▽執行役員、ITソリューション事業本部副事業本部長 サービスインテグレーション事業部長 山口　真吾

▽内部監査室長 （執行役員、総務部長） 中村　武人

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

プロダクトソリューション事業本部

▽営業統括部第一営業部長 （営業統括部第一営業部副部長） 佐藤　正芳

▽営業統括部第一営業部副部長 竹嶋　義幸

▽営業統括部第二営業部長 （営業統括部第一営業部長） 戸田　明

▽営業統括部第二営業部副部長 （営業統括部第二営業部長） 柴田　広幸

▽エンベデッドソリューション事業部
ネットワークコミュニケーション部副部長

（エンベデッドソリューション事業部ITS部副部長） 小澤　將匡

▽エンベデッドソリューション事業部
オートモーティブコミュニケーション部長

（エンベデッドソリューション事業部ITS部長） 米倉　芳浩

＜役員人事＞

＜執行役員人事＞

＜一般人事＞
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▽エンベデッドソリューション事業部
オートモーティブコミュニケーション部副部長

（エンベデッドソリューション事業部
ネットワークコミュニケーション部副部長）

伊藤　淳

▽デバイスソリューション事業部副事業部長
デバイスソリューション事業部
SOCデザイン部長

市川　照明

▽営業統括部長兼第四営業部長 （営業統括部副営業統括部長兼第五営業部長） 営業統括部第二営業部長 山田　武史

▽営業統括部副営業統括部長 営業統括部第一営業部長 杉浦　公一

▽営業統括部第一営業部副部長 （営業統括部第四営業部長） 長谷川　浩

▽営業統括部第三営業部長 （営業統括部第三営業部副部長） 山崎　哲也

▽ビジネスソリューション事業部長 （ビジネスソリューション事業部副事業部長） 長正　聡

▽ビジネスソリューション事業部
　リテールソリューション部副部長

鈴木　匡

▽ビジネスソリューション事業部
　ロジスティクスソリューション部副部長

土井　俊文

▽ビジネスソリューション事業部
　ロジスティクスソリューション部副部長

（ビジネスソリューション事業部
製造ソリューション部副部長）

伊藤　明彦

▽ビジネスソリューション事業部
　製造ソリューション部長

ビジネスソリューション事業部副事業部長
兼リテールソリューション部長

齋藤　修一

▽ビジネスソリューション事業部
　製造ソリューション部副部長

上野　伸二

▽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長

早瀬　進

▽ビジネスソリューション事業部
　システム開発部長

（ビジネスソリューション事業部
製造ソリューション部長）

小林　友子

▽ビジネスソリューション事業部
　システム開発部副部長

（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
　インシュアランスソリューション部長

（フィナンシャルソリューション事業部
第一フィナンシャルソリューション部長）

フィナンシャルソリューション事業部副事業
部長

末永　淳一

▽フィナンシャルソリューション事業部
　インシュアランスソリューション部副部長

（フィナンシャルソリューション事業部
第一フィナンシャルソリューション部副部長）

小野　彰子

▽フィナンシャルソリューション事業部
　インシュアランスソリューション部副部長

（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）

栗田　真久

▽フィナンシャルソリューション事業部
　インシュアランスソリューション部副部長

豊泉　晃

▽フィナンシャルソリューション事業部
　システム開発部長

（ビジネスソリューション事業部
システム開発部長）

末吉　勝之

ITソリューション事業本部
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▽フィナンシャルソリューション事業部
　システム開発部副部長

（ビジネスソリューション事業部
ロジスティクスソリューション部副部長）

増川　哲宏

▽公共・社会インフラソリューション事業部長
（公共ソリューション事業部長
兼第二公共システム部長）

廣瀬　賢一

▽公共・社会インフラソリューション事業部副事業部長
　兼第一公共システム部長

（インフラサービス事業部副事業部長
兼プラットフォームサービス部長）

鈴木　勝行

▽公共・社会インフラソリューション事業部
　第二公共システム部長

（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長）

一瀬　一也

▽公共・社会インフラソリューション事業部
　第二公共システム部副部長

（公共ソリューション事業部
第一公共システム部副部長）

勝倉　隆之

▽公共・社会インフラソリューション事業部
　社会インフラソリューション部長

（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

▽サービスインテグレーション事業部
　WEBサービス部長

田所　宏昭

▽サービスインテグレーション事業部
　WEBサービス部副部長

大久保　勝

▽サービスインテグレーション事業部
　テクニカルサービス部長

サービスインテグレーション事業部
DCサービス部長

長尾　隆明

▽マネージドサービス事業部長
　兼第二マネージドサービス部長

（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）

西村　芳久

▽マネージドサービス事業部副事業部長 （インフラサービス事業部長） 関谷　守

▽マネージドサービス事業部
　第一マネージドサービス部長

（インフラサービス事業部
第二マネージドサービス部長）

秋庭　忠則

▽マネージドサービス事業部
　第一マネージドサービス部副部長

（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）

平野　正明

▽マネージドサービス事業部
　第二マネージドサービス部副部長

（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）

石井　進

▽事業戦略室長 （事業戦略室副室長） 村山　厚二

▽企画室副室長 太田　由香

▽総務人事部長 （内部監査室長） 山室　一哉

▽総務人事部副部長 （人事部長） 本多　實

本社部門
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