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ＮＥＣプラットフォームズ株式会社は、2018年4月1日付で組織
変更および人事異動を行いました。
【組織変更】
第一ネットワークプラットフォーム事業部、第二ネットワークプラット
フォーム事業部、第三ネットワークプラットフォーム事業部、
第一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事業部、
無線ソリューション事業部、第一システムプラットフォーム事業部、
第二システムプラットフォーム事業部、組込みシステム事業部を廃止する。
開発事業本部を新設し、光ＩＰシステム事業部、ワイヤレスシステム事業部、
パブリックシステム事業部、ＩＴプロダクツ事業部、ネットワークプロダクツ
事業部、アプライアンス事業部、アクセスデバイス事業部、ＬＳＩプロダクツ
事業部、オートモーティブ開発本部を設置する。
生産本部内に、エンベデッド事業部を新設する。
営業事業本部内に、第一システムソリューション営業事業部、第二システム
ソリューション営業事業部を新設する。
ＩｏＴビジネス本部を廃止し、ビジネスイノベーション本部を新設する。
【人事異動】 （ ）内は旧職
執行役員専務
（日本電気（株）兼 取締役）
大嶽 充弘

法務知財部長
（日本電気（株））
川原 誠
開発事業本部 開発戦略室長代理
(ＩＴプロダクツ事業部 第三共通グループ シニアマネージャー)
高田 憲二
開発事業本部 基盤技術本部長
(基盤技術本部長代理)
末光 吾郎
開発事業本部 光ＩＰシステム事業部長
(第一ネットワークプラットフォーム事業部長)
山下 廣
開発事業本部 光ＩＰシステム事業部長代理
(第二ネットワークプラットフォーム事業部長)
柳田 誠

執行役員常務 兼 開発事業本部長
（執行役員常務）
松本 康男

開発事業本部 光ＩＰシステム事業部長代理
(第一ネットワークプラットフォーム事業部
第二開発グループシニアマネージャー)
高橋 輝彦

執行役員常務 兼 営業事業本部長
（執行役員常務）
渡辺 裕之

開発事業本部 ワイヤレスシステム事業部長
(無線ソリューション事業部長)
逢坂 俊哉

執行役員常務
（執行役員）
永谷 守

開発事業本部 ワイヤレスシステム事業部長代理
(無線ソリューション事業部長代理)
大久保 孝一

執行役員
（日本電気(株)）
鈴木 敏夫

開発事業本部 ワイヤレスシステム事業部長代理
(第三ネットワークプラットフォーム事業部長)
溝江 准

執行役員
（第一システムソリューション事業部 主席アドバイザー）
松田 隆太郎

開発事業本部 ワイヤレスシステム事業部 主席事業主幹
(執行役員)
小室 憲司

執行役員
（日本電気（株））
有馬 史郎

開発事業本部 パブリックシステム事業部長
(第二システムプラットフォーム事業部長)
飛田 正仁

執行役員
兼 NEC Platforms Thai Company Limited社長
(執行役員)
藤田 浩宣

開発事業本部 パブリックシステム事業部長代理
(第二システムプラットフォーム事業部長代理)
吉川 渉
開発事業本部 パブリックシステム事業部長代理
(第二システムソリューション事業部長代理)
岡田 耕児
開発事業本部 パブリックシステム事業部長代理
(第一システムプラットフォーム事業部長代理)
木村 晋也
開発事業本部 アプライアンス事業部長
(アプライアンス事業部 エグゼクティブエキスパート)
鈴木 圭
開発事業本部 アクセスデバイス事業部長
(ネットワークプロダクツ事業部
ＳＭＢプラットフォーム グループシニアマネージャー)
弘中 建
開発事業本部 アクセスデバイス事業部長代理
(アクセスデバイス事業部 キャリアＨＧＷ事業グループ シニアマネージャー)
山本 潤

開発事業本部 アクセスデバイス事業部長代理
(アクセスデバイス事業部 キャリアＨＧＷ事業グループ シニアエキスパート)
五十嵐 千明

営業事業本部 第二システムソリューション営業事業部長代理
(第一システムソリューション事業部長代理)
山野辺 真也

開発事業本部 ネットワークプロダクツ事業部長
(NEC Platforms Thai Company Limited社長)
西田 測

NEC Platform Technologies (Suzhou) Co., Ltd.董事長
平塚 賢二

開発事業本部 ＬＳＩプロダクツ事業部長
(アクセスデバイス事業部長)
尼崎 浩久
開発事業本部 ＬＳＩプロダクツ事業部長代理
(ＩＴプロダクツ事業部 エグゼクティブエキスパート)
石川 久
開発事業本部 オートモーティブ開発本部長
(アプライアンス事業部長)
小野 甲之
開発事業本部 オートモーティブ開発本部長代理
(品質推進本部 主席事業主幹)
稲葉 智
生産本部 生産技術部長
(生産本部 主席事業主幹)
水崎 学
生産本部 エンベデッド事業部長
(アクセスデバイス事業部長代理)
浅間 俊彦
品質推進本部 品質保証統括部長
(品質推進本部 品質保証統括部
ネットワークプロダクツ品質保証グループ シニアマネージャー)
下村 晴史
ビジネスイノベーション本部長
(営業事業本部 エンジニアリング営業本部長)
正力 裕子
ビジネスイノベーション本部長代理
(ＩｏTビジネス本部長代理）
河野 修久
ビジネスイノベーション本部長代理
(ＩｏTビジネス本部長代理）
岡本 博人
営業事業本部 営業推進本部長
(営業事業本部 営業推進本部 流通営業推進部長)
柴原 知博
営業事業本部 東日本支社支社長
(営業事業本部 東京支社 パートナー営業部長）
大沼 龍二
営業事業本部 関西支社支社長
(営業事業本部 東京支社支社長代理)
西村 悟
営業事業本部 西日本支社支社長
(営業事業本部 西日本支社 営業部長)
土谷 聡
営業事業本部 第一システムソリューション営業事業部長
(営業事業本部 営業推進本部 オフィス営業推進部長)
岩渕 道哉
営業事業本部 第二システムソリューション営業事業部長
(第一システムソリューション事業部長)
西川 純一郎
営業事業本部 第二システムソリューション営業事業部長代理
(第二システムソリューション事業部長代理)
古田 良夫

