2020 年 4 月 1 日
報道関係各位
NEC プラットフォームズ株式会社
組織および人事に関するお知らせ
NEC プラットフォームズ株式会社は、2020 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】
開発事業本部 開発戦略室と営業事業本部 ビジネスイノベーション本部を統合し、ビ
ジネス開発本部を新設する。
営業事業本部内に、営業戦略室を新設する。
営業事業本部内の営業所（7 拠点）の名称を支店に変更する。
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