
 
 
 
 

2016年 9月１日 
ＮＴＴコム ソリューションズ株式会社 

 
 

機構改革及び人事異動のお知らせ 
 
 
ＮＴＴコム ソリューションズ株式会社(代表取締役社長：古川 公一、本社：東京都千代田区)は、 

下記のとおり機構改革及び人事異動を行いましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1.機構改革(2016年 9月 1日付) 
  事業環境の急速な変化に対応し、ICTソリューション事業の一層の競争力強化、デジタルソリュー 
ション分野の事業強化を目的として機構改革を実施する。 

 
 (1)「ICTイノベーション事業部」を「ICTイノベーション本部」に改称する。 

(2)「システムソリューション事業部」を再編し、「デジタルソリューション第一本部」に改称する。 
(3)「ネットワークソリューション事業部」を再編し、「デジタルソリューション第二本部」に改称する。 

 (4)「マネジメントソリューション事業部」を再編し、「マネジメントソリューション本部」に改称する。 
 (5)「コーポレートシステム事業部」を「コーポレートシステム本部」に改称する。 

(6)「経営企画部」に「監査担当」を新設する。 
 
2.人事異動(2016年 9月 1日付) 
 (1)本部長 

新職 旧職 氏名 
取締役 

デジタルソリューション第二本部長 

取締役 

ネットワークソリューション事業部長 
片山 頼明 

取締役 

マネジメントソリューション本部長 

取締役 

マネジメントソリューション事業部長 
久住 昭之 

ＩＣＴイノベーション本部長 ＩＣＴイノベーション事業部長 南  弘志 

デジタルソリューション第一本部長 システムソリューション事業部長 岩﨑  崇 

コーポレートシステム本部長 コーポレートシステム事業部長 上坊 貴博 

 

(2)各本部等  

新職 旧職 氏名 
デジタルソリューション第一本部 

ビジネスデザイン第一部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第五エンジニアリング担当部長 

 

徳丸 和秀 



新職 旧職 氏名 
デジタルソリューション第一本部 

ビジネスデザイン第二部長 

システムソリューション事業部 

第二システムソリューション担当部長 

岩永 憲明 

デジタルソリューション第一本部 

ビジネスデザイン第三部長 

ＮＴＴレゾナント株式会社 川内 一泰 

デジタルソリューション第一本部 

ビジネスデザイン第四部長 

ビジネス推進部長兼務 

システムソリューション事業部 

第三システムソリューション担当部長 

ビジネス推進担当部長兼務 

 

田中 智則 

デジタルソリューション第二本部 

副本部長 

ネットワークソリューション事業部 

副事業部長 

小島 秀爾 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴサービス第一部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第四エンジニアリング担当部長 

 

似内 智昭 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴサービス第二部長 

ネットワークソリューション事業部 

第二ネットワークソリューション部 

第一ネットワーク担当部長 

 

西   智 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴサービス第三部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第二エンジニアリング担当部長 

 

柴田 佳一 

 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴサービス第四部長 

ネットワークソリューション事業部 

第二ネットワークソリューション部 

第二ネットワーク担当部長 

 

甲斐 敏浩 

デジタルソリューション第二本部 

西日本ＩＣＴサービス部長 

マネジメントソリューション事業部 

第一マネジメントソリューション部 

西日本事業担当部長 

 

山本 隆司 

デジタルソリューション第二本部 

ボイス＆ビデオサービス部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第六エンジニアリング担当部長 

 

阿部不二夫 

デジタルソリューション第二本部 

ＣＲＭソリューションサービス部長 

ビジネス推進部長兼務 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部長 

ビジネス推進担当部長兼務 

 

金山 達夫 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴマネジメントサービス部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第三エンジニアリング担当部長 

 

松尾 孝人 

デジタルソリューション第二本部 

フィールド＆テクノサービス部長 

ネットワークソリューション事業部 

第一ネットワークソリューション部 

第七エンジニアリング担当部長 

 

田崎 浩一 

マネジメントソリューション本部 

副本部長 

ビジネスシステムソリューション部長兼務 

セキュリティソリューション部長兼務 

マネジメントソリューション事業部 

副事業部長 

第二マネジメントソリューション部長兼務 

 

酒匂 景継 



新職 旧職 氏名 
マネジメントソリューション本部 

エンタープライズソリューション部長 

マネジメントソリューション事業部 

第一マネジメントソリューション部 

第一オペレーション担当部長 

 

中山  敏 

マネジメントソリューション本部 

プラットフォームソリューション部長 

マネジメントソリューション事業部 

第一マネジメントソリューション部 

第二オペレーション担当部長 

 

亀井 喜宏 

マネジメントソリューション本部 

ＢＰＯソリューション部長 

ビジネス推進部長兼務 

マネジメントソリューション事業部 

第二マネジメントソリューション部 

カスタマサービスオペレーション担当部長 

ビジネス推進担当部長兼務 

 

嶋崎  剛 

マネジメントソリューション本部 

マネージドソリューション部長 

マネジメントソリューション事業部 

第一マネジメントソリューション部 

第三オペレーション担当部長 

 

猪亦 明夫 

コーポレートシステム本部 

副本部長 

ビジネス推進部長兼務 

コーポレートシステム事業部 

副事業部長 

ビジネス推進担当部長兼務 

 

岩瀬 康政 

コーポレートシステム本部 

システム第一部長 

 コーポレートシステム事業部 

第一システム担当部長 

川原 忠司 

コーポレートシステム本部 

システム第二部長 

コーポレートシステム事業部 

第二システム担当部長 

大友 武司 

コーポレートシステム本部 

システム第三部長 

コーポレートシステム事業部 

第三システム担当部長 

伊藤 真一 

経営企画部 

総務経理担当部長 

監査担当部長兼務 

経営企画部 

総務経理担当部長 

 

原山  章 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 ＮＴＴコム ソリューションズ株式会社 

 経営企画部 総務経理担当（広報） 

 Tel：03-6734-9110 

 

 

 

 

 

 
 



＜参考＞ＮＴＴコム ソリューションズ株式会社 組織(2016年 9月 1日付) 
 
 
 
 

 

 

取締役会 

社長 監査役 

Ｉ Ｃ Ｔ イ ノ ベ ー シ ョ ン 本 部 

デジタルソリューション第二本部 

ＩＣＴサービス第一部 

ＩＣＴサービス第二部 

ＩＣＴサービス第三部 

ＩＣＴサービス第四部 

西日本ＩＣＴサービス部 

ボイス＆ビデオサービス部 

ＣＲＭソリューションサービス部 

ＩＣＴマネジメントサービス部 

フィールド＆テクノサービス部 

ビジネス推進部 

マネジメントソリューション本部 

エンタープライズソリューション部 

プラットフォームソリューション部 

ＢＰＯソリューション部 

マネージドソリューション部 

ビジネスシステムソリューション部 

セキュリティソリューション部 

ビジネス推進部 

コ ー ポ レ ー ト シ ス テ ム 本 部 

システム第一部 

システム第二部 

システム第三部 

ビジネス推進部 

経 営 企 画 部 

企画担当 

人事担当 

総務経理担当 

監査担当 

デジタルソリューション第一本部 

ビジネスデザイン第一部 

ビジネスデザイン第二部 

ビジネスデザイン第三部 

ビジネスデザイン第四部 

ビジネス推進部 


