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新日鉄住金ソリューションズ株式会社

“技術力のNSSOL”を数字でも裏づけ
2012年度ORACLE MASTER Platinum国内最多取得を達成
“技術力のNSSOL”との高い評判を得て、早くからオラクルのテクノロジーを活
用したビジネスを展開している新日鉄住金ソリューションズ株式会社（以下、
NSSOL）。同社は、Oracle Universityを活用するなど技術力の継続的強化に
向けた社内の体制を強化し、2012年度には国内最多となるORACLE MASTER
Platinum認定取得者を輩出した。NSSOLにとってオラクルの認定資格にはど
んな意味があるのだろうか。同社の取組みについて話を聞いた。
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コーポレーションとの戦略的提携契約
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併を受けて現社名に変更。
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ITインフラソリューション事業本部 I Tエンジニアリング事業部 エンジニア
リング第四部の髙橋 理子氏（写真右）
と、同事業部 ITアーキテクティング
グループの美坂 里徳氏。
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