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 ＜別紙＞   

 

役員略歴  

 

中  村  慎  二  （なかむら  しんじ）  

生年月日：1960年6月15日  57歳  

略   歴：1983年  4月  日本電気株式会社  入社  

2013年  4月  同社  ＜SI・サービス統括ユニット＞  

SI・サービス技術本部長  

2014年  4月  同社  ＜ビジネスイノベーション統括ユニット＞  

ビッグデータ戦略本部長  

2017年  4月  NECソリューションイノベータ株式会社  

執行役員常務  

 

本  藤  久  善  （ほんどう  ひさよし）  

生年月日：1963年  3月  5日  54歳  

略   歴：1986年  4月  静岡日本電気ソフトウェア株式会社  入社  

2010年  7月  NECソフト株式会社  医療ソリューション事業部長  

2013年  4月  同社  執行役員  兼  静岡支社長  

2014年  4月  NECソリューションイノベータ株式会社  

執行役員  兼  静岡支社長  

2015年  4月  同社  

執行役員  兼  東海支社長  

2017年  4月  同社  執行役員常務  兼  パブリック事業本部長  

 

 

河  村  厚  男  （かわむら  あつお）  

生年月日：1964年  3月27日  53歳  

略   歴：1986年  4月  日本電気株式会社  入社  

2012年  4月  同社  ＜キャリアネットワークBU＞  

キャリアサービス事業本部  

第一キャリアサービス事業部長  
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2013年  4月  同社  ＜テレコムキャリアBU＞  

第一キャリアサービス事業部長  

2014年  4月  同社  執行役員  兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

第一キャリアサービス事業部長  

2016年  4月  同社  執行役員  兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

SDN／NFV事業部長  

2016年  7月  同社  執行役員  兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

キャリアサービス事業部長  

     2017年  4月  同社  執行役員常務  

 

 

中  俣  力  （なかまた  ちから）  

生年月日：1961年  12月25日  55歳  

略   歴：1985年  4月  日本電気株式会社  入社  

2013年  4月  同社  ＜パブリックBU＞官公営業本部長  

2015年  4月  同社  執行役員  

2017年  4月  同社  執行役員常務  

 

福  岡  俊  一  （ふくおか  としかず）  

生年月日：1965年  10月24日  51歳  

略   歴：1989年  4月  日本電気株式会社  入社  

2014年  4月  同社  ＜エンタープライズBU＞  

製造・装置業システム開発本部長  

2017年  4月  同社  執行役員  

 

宮  澤  忠  （みやざわ  ただし）  

生年月日：1961年  1月12日  56歳  

略   歴：1987年  4月  日本電気株式会社  入社  

2010年  4月  同社  ＜ ITサービスBU＞OMCS事業本部  

サービスプラットフォームシステム開発本部長  

2011年  7月  同社  ＜ ITサービスBU＞  

OMCS事業本部主席システム主幹  
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2012年  4月  同社  ＜ ITサービスBU＞  

OMCS・通信・メディアソリューション事業本部  

第二OMCS事業部長  

兼  ＜ ITサービスBU＞上席システムズアーキテクト  

2013年  1月  同社  ＜ ITサービスBU＞  

OMCS・通信・メディアソリューション事業本部  

第二OMCS事業部長  

     2013年  4月  同社  ＜テレコムキャリアBU＞第二OMCS事業部長  

兼  ＜SI・サービス統括ユニット＞  

上席システムズアーキテクト  

2013年  10月  同社  ＜テレコムキャリアBU＞  

OMCS事業部主席システム主幹  

兼  ＜SI・サービス統括ユニット＞  

上席システムズアーキテクト  

2014年  4月  同社  

＜テレコムキャリアBU＞  

OMCS事業部主席システム主幹  

兼  ＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞  

上席システムズアーキテクト  

2014年  12月  同社  

＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞  

主席システムズアーキテクト  

兼  ＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞  

先端SI技術開発センター長  

兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

OMCS事業部主席システム主幹  

2015年  10月  同社  

＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞理事  

兼  ＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞  

先端SI技術開発センター長  

兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

OMCS事業部主席システム主幹  
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2017年  4月  同社  NECフェロー  

兼  ＜SI・サービス＆エンジニアリング統括ユニット＞  

先端SI技術開発センター長  

兼  ＜テレコムキャリアBU＞  

OMCS事業部主席システム主幹  

 

高  野  功  （たかの  いさお）  

生年月日：1961年  4月5日  56歳  

略   歴：1982年  4月  日本電気株式会社  入社  

2010年  4月  同社  ＜ ITサービスBU＞   

公共・医療ソリューション事業本部  

公共・医療ソリューション開発本部長  

2013年  4月  同社  ＜パブリックBU＞   

公共ソリューション事業部主席システム主幹  

2013年  10月  同社  ＜パブリックBU＞公共システム開発本部長  

2017年   4月  同社  ＜社会公共BU＞理事  兼  ＜社会基盤BU＞理事  

 

田  畑  悌  一  （たばた  ていいち）  

生年月日：1966年  7月20日  50歳  

略   歴：1989年  4月  日本電気株式会社  入社  

2014年  10月  同社  経理部主計室シニアエキスパート  

2015年  5月  同社  経理本部主計室シニアエキスパート  

 

以上  


