2021 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、2021 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】
開発事業本部と営業事業本部を廃止する。
生産本部を生産統括本部に、品質推進本部をＣＳ品質推進本部に、それぞれ改
称する。
ビジネス開発本部の一部を再編して、プロダクト戦略室を新設する。
営業推進本部、グローバル営業統轄事業部、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、ネットワークプロダクツ事
業部、アプライアンス事業部、インダストリーソリューション事業部、パブリ
ックシステム事業部の一部を再編して、ＮＴＴ事業推進室、パブリックソリュ
ーション事業部、スマートオフィスソリューション事業部、リテールソリュー
ション事業部を新設する。
ワイヤレスシステム事業部とパブリックシステム事業部の一部を再編して、ワ
イヤレスプロダクツ事業部とパブリックプロダクツ事業部を新設する。
オートモーティブ事業部の一部を再編してモビリティソリューション事業部を
新設する。
アクセスデバイス事業部をアクセスソリューション事業部に、デジタルコネク
ティビティー事業部をオプティカルネットワークプロダクツ事業部に、ＬＳＩ
プロダクツ事業部をＬＳＩ開発本部に、それぞれ改称する。
生産技術統括部を生産技術本部に、グローバル需給管理部を需給管理本部に、
調達統括部を調達本部に、中部生産統括部を中部生産本部に、東北生産統括部
を東北生産本部に、それぞれ改称する。
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