
 1 / 2 

 

 

組織改正および人事異動、役員人事のお知らせ 

 

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、本日開催の取締役会において、下記のとおり 4 月 1 日付の組織改正および人事異動、ならびに  

新任取締役候補者の選任を内定しましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役につきましては、

6月下旬の株主総会を経て正式決定される予定です。 

 

記 

 

1. 組織改正 

1.1 目的 

本社部門の柔軟な運営ならびに機能強化に向けた組織体制の見直し。 

 

1.2 内容 

本社部門を統括する組織としてコーポレート本部を新設し、企画室、経営管理部、総務人事

部、経理部を配置する。 

 

1.3 組織図 

別紙 1のとおり 

 

2. 人事異動 

別紙 2のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年 2月 27日 

各 位   

 会 社 名 
 

  （登記社名：日本システムウエア株式会社） 

 代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長 多 田 尚 二 

 コード番号 ９７３９ 東証第一部 

 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町３１番１１号 

 問 合 せ 先 取締役 執行役員常務 須 賀 譲 

 電 話 ０３－３７７０－４０１４ 
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3. 役員人事（6月下旬） 

3.1. 新任取締役候補者 

氏  名 阿部 徳之（あべ のりゆき） 

生年月日 1965年 3月 5日（54歳） 

略  歴 1987年 4月   当社入社 

 2005年 4月  ｼｽﾃﾑﾛｼﾞｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ事業本部ｼｽﾃﾑﾛｼﾞｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 副事業部長 

 2006年 4月  ｼｽﾃﾑﾛｼﾞｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ事業本部第二ｼｽﾃﾑﾛｼﾞｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長 

 2009年 10月  総務人事部(ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ開発担当)（異動） 

 2010年 4月  事業支援部ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長（組織改正） 

 2011年 4月  ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部ﾃﾞﾊﾞｲｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長（異動） 

 2017年 4月  執行役員 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副事業本部長 

 2018年 4月  執行役員常務 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長（現職） 

 2019年 10月  京石刻恩信息技術(北京)有限公司 董事長（現職） 

 

3.2. 新任取締役候補者 

氏  名 竹村 大助（たけむら だいすけ） 

生年月日 1977年 12月 26日（42歳） 

略  歴 2000年 5月  株式会社ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾍｯﾄﾞｸｫｰﾀｰ 入社 

 2001年 12月  当社入社 

 2011年 4月  IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

 2015年 1月  IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長 兼 M2M/IoT ﾋﾞｼﾞﾈｽ部長 

 2018年 4月  執行役員 ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副事業本部長 

兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長 

 2019年 6月  執行役員常務 ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長（現職） 

 

以上 
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日本システムウエア株式会社　組織図
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別紙2（2．人事異動）

日本システムウエア株式会社 2020年2月27日
株式コード　9739

2020年4月1日付

新役職 旧役職 氏　　名
取締役　執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部担当

取締役　執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部長

長正　聡

取締役　執行役員常務
コーポレート本部長
ＮＳＷウィズ株式会社　代表取締役社長

取締役　執行役員常務
総務人事部長、企画室担当、経理部担当

須賀　譲

執行役員常務
ITソリューション事業本部長兼営業統括部長

執行役員
ＩＴソリューション事業本部営業統括部長兼第一営業部長

山田　武史

執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部副事業本部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

執行役員
ＩＴソリューション事業本部副事業本部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

小山　文雄

執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

執行役員
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼デバイス
ソリューション事業部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

市川　照明

執行役員常務
サービスソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

執行役員
サービスソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

山口　真吾

執行役員
コーポレート本部副本部長兼経営管理部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　監事

執行役員
経理部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　監査役
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　監事

西田　隆二

執行役員
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼インダストリ
ソリューション事業部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

プロダクトソリューション事業本部インダストリソリューション
事業部長

岡部　晴美

執行役員
サービスソリューション事業本部副事業本部長兼クラウドサー
ビス事業部長

サービスソリューション事業本部クラウドサービス事業部長兼
クラウドファウンデーション部長

大島　幸司

執行役員
サービスソリューション事業本部付

森口　毅

ＮＳＷテクノサービス株式会社　代表取締役社長 執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　代表取締役社長

中山　寿人

ＩＴソリューション事業本部事業企画部長 執行役員
ITソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスソリュー
ション事業部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

廣瀬　賢一

新　　　職 旧　　　職 氏　　名
■ＩＴソリューション事業本部

事業企画部副事業企画部長 事業企画部長
兼サービス事業本部事業企画部副事業企画部長

桐林　亨

営業統括部副営業統括部長 プロダクトソリューション事業本部営業統括部副営業統括部
長兼第一営業部長

佐藤　正芳

営業統括部第一営業部長 金子　知代

営業統括部第三営業部副部長 坂田　文明

ビジネスソリューション事業部長兼ロジスティクスソリューション
部長

ビジネスソリューション事業部副事業部長兼製造ソリューショ
ン部長

三塚　信也

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 天艸　喜志

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 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長 鈴木　匡

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製造ソリューション部副部長 中村　透

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 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 残間　友子

＜役員人事＞

＜一般人事＞

（下線部分が新役職）
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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 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
兼産業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ソリューション部副部長 宮澤　雄太

ビジネスソリューション事業部産業ソリューション部長 ビジネスソリューション事業部産業ソリューション部副部長 今津　浩

フィナンシャルソリューション事業部長兼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長 花井　朋之

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

瀬川　博文

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

重永　裕也

公共・社会インフラソリューション事業部官公システム部副部
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
リューション部長

末吉　勝之

公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
ン部長

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
ション部副部長

山本　昌孝

公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
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

増川　哲宏

公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
ン部副部長

菜花　章良

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
ション部副部長

漆川　真二

■サービスソリューション事業本部

ビジネスイノベーション事業部副事業部長兼ＩｏＴビジネス部
長

ビジネスイノベーション事業部ＷＥＢサービス部長 大久保　勝

ビジネスイノベーション事業部ＷＥＢサービス部長 ビジネスイノベーション事業部ＩｏＴビジネス部長 菊地　敏彦

ビジネスイノベーション事業部ＷＥＢサービス部副部長 松村　靖

クラウドサービス事業部クラウドファウンデーション部長 クラウドサービス事業部クラウドファウンデーション部副部長 小林　宏充

クラウドサービス事業部クラウドファウンデーション部副部長 クラウドサービス事業部サービスインテグレーション部副部長 塚田　博和

ビジネスプロセスサービス事業部デジタルビジネスサービス
部副部長

田中　梓

ビジネスプロセスサービス事業部ＢＰＯサービス部副部長 ビジネスプロセスサービス事業部デジタルビジネスサービス
部副部長

市川　卓

■プロダクトソリューション事業本部

事業企画部副事業企画部長 デバイスソリューション事業部デバイスデザイン部長 筒井　聡

営業統括部第一営業部長 営業統括部第一営業部副部長 西村　仁良

モビリティソリューション事業部長兼ＣＡＳＥシステム部長 モビリティソリューション事業部長 立岩　和人

モビリティソリューション事業部ＣＡＳＥシステム部副部長 モビリティソリューション事業部モバイルシステム部副部長 松井　直毅

モビリティソリューション事業部モバイルシステム部副部長 鈴木　伸明

インダストリソリューション事業部副事業部長兼エンベデッド
テクノロジー部長

インダストリソリューション事業部エンベデッドテクノロジー部
長

我妻　誠

デバイスソリューション事業部長兼デバイスデザイン部長 デバイスソリューション事業部副事業部長兼フィジカルインプ
リメントデザイン部長

黒木　和昭

デバイスソリューション事業部副事業部長兼ＳＯＣデザイン部
長

デバイスソリューション事業部ＳＯＣデザイン部長 吉田　明宏

デバイスソリューション事業部ＩＯＣデザイン部長 デバイスソリューション事業部ＩＯＣデザイン部副部長 丸山　英晃
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デバイスソリューション事業部ＩＯＣデザイン部副部長 デバイスソリューション事業部ＩＯＣデザイン部長 野村　貴律

デバイスソリューション事業部アナログデザイン部長 デバイスソリューション事業部デバイスデザイン部副部長 山本　茂

デバイスソリューション事業部アナログデザイン部副部長 デバイスソリューション事業部デバイスデザイン部副部長 佐瀨　公一

▽デバイスソリューション事業部デバイスデザイン部副部長 デバイスソリューション事業部フィジカルインプリメントデザイ
ン部副部長

八巻　修

■コーポレート本部

企画室長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

企画室長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

太田　由香

総務人事部長
ＮＳＷウィズ株式会社　取締役

総務人事部副部長
ＮＳＷウィズ株式会社　取締役

南　修

総務人事部副部長 吉田　寛子

経理部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　監査役
ＮＳＷウィズ株式会社　監査役

経理部副部長
ＮＳＷウィズ株式会社　監査役

吉原　貴之

経理部副部長 野口　麻美子

2020年6月下旬

新　　　職 旧　　　職 氏　　名
取締役　執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長、
ITソリューション事業本部担当
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事長

執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事長

阿部　徳之

取締役　執行役員
サービスソリューション事業本部長

執行役員常務
サービスソリューション事業本部長

竹村　大助

（退任）
執行役員副社長
ＩＴソリューション事業本部長補佐

取締役　執行役員副社長
サービスソリューション事業本部担当

大田　亨

（退任）
執行役員専務
プロダクトソリューション事業本部長補佐

取締役　執行役員専務
プロダクトソリューション事業本部担当

小関　誠一

（退任）
執行役員
ＩＴソリューション事業本部付

取締役　執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部担当

長正　聡

以上

＜取締役人事＞（内定：6月下旬の株主総会を経て正式決定）


