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平成 19 年 4 月 2 日 

 

各  位 

 

会 社 名  三 井 情 報 株 式 会 社 

代表者の役職氏名  代表取締役社長 社長執行役員 

    増田 潤逸

 (コード番号：2665 東証第二部)

問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 

佐野 秋生

電 話 番 号  ０３－５２５９－６１１１ 

 

 

人事異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、4月 1日付で人事異動を行うこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。 

尚、執行役員以上の人事につきましては、本日発表「合併に伴う役員人事及び新組織に関するお知ら

せ」を合わせてご参照下さい。 

 

 

記 

 

1. 人事異動 

発令日：4月 1日 

新  職 

旧  職 

ＮＸＣ：ネクストコム株式会社 

ＭＫＩ：三井情報開発株式会社 

氏  名 

▽Chief Compliance Officer (CCO)補佐 ＮＸＣ 内部統制本部長 井下 映一 

▽内部監査室長 ＭＫＩ 内部監査室長 池田 実 

▽内部統制部長 ＭＫＩ コンプライアンス統括部長 後藤 直樹 

▽執行役員 

経営企画部長 

ＭＫＩ 執行役員 

ナレッジマネジメント本部長 
加藤 幸久 

▽人事部長 ＮＸＣ 経営企画部長 最首 仁志 

▽総務部長 ＮＸＣ 総務部長 田吉 祐介 

▽経理部長 ＮＸＣ 経理部長 藤井 昭則 

▽ＩＴ統括部長 ＭＫＩ ＩＴ統括室長 木村 豊 

▽取締役 常務執行役員 

営業統括本部長 

ＮＸＣ 取締役 常務執行役員 

営業部門統括 
鈴木 茂男 
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新  職 

旧  職 

ＮＸＣ：ネクストコム株式会社 

ＭＫＩ：三井情報開発株式会社 

氏  名 

▽執行役員 

営業統括本部長補佐 

ＭＫＩ 執行役員 

営業担当役員補佐 
河内 健次 

▽営業統括本部 営業戦略推進部長 ＭＫＩネットワーク・ソリューションズ株

式会社 代表取締役社長 
石黒 太郎 

▽営業統括本部 営業管理部長 ＭＫＩ 財務経理室長 森   雅紀 

▽営業統括本部 調達部長 ＮＸＣ 第八事業本部 第二営業部長 鈴木 淳 

▽営業統括本部 マーケティング部長 ＮＸＣ マーケティング部長 福本 俊明 

▽執行役員 

コミュニケーションビジネス第一本部長

兼 営業統括本部長補佐 

ＮＸＣ 執行役員 

第一事業本部長 兼 第二事業本部

長 

渡邉 辰夫 

▽コミュニケーションビジネス第一本部長

補佐 

ＭＫＩ ナレッジマネジメント本部 ヒュー

マンリソースマネジメント部 
竹本 寛 

▽コミュニケーションビジネス第一本部

営業部長 

ＮＸＣ 九州営業所長 
帆足 利智 

▽コミュニケーションビジネス第一本部

技術部長 

ＮＸＣ 音声技術本部 コミュニケーション

製品技術三部長 
玉川 秀路 

▽執行役員 

コミュニケーションビジネス第二本部長

兼 営業統括本部長補佐 

ＮＸＣ 執行役員 

音声技術本部長 兼 音声事業リー

ダー 

中谷 克久 

▽コミュニケーションビジネス第二本部長

補佐 

ＭＫＩ ソリューションビジネス事業本部 

インフラソリューション部長 
渡辺 実 

▽コミュニケーションビジネス第二本部

営業第一部長 

ＮＸＣ 執行役員 

第五事業本部長 
亀井 克明 

▽コミュニケーションビジネス第二本部

営業第二部長 

ＮＸＣ 執行役員 

第三事業本部長 
吉沢 比呂志

▽コミュニケーションビジネス第二本部

営業第三部長 

ＮＸＣ 四国営業所長 
岸田 幸一 

▽コミュニケーションビジネス第二本部

技術部長 

ＮＸＣ 音声技術本部 コミュニケーション

製品技術一部長 
大島 正行 

▽エンタープライズシステム本部長 

兼 営業統括本部長補佐 

ＭＫＩ エンタープライズシステム事業本

部長 
阿部 義彦 

▽エンタープライズシステム本部長補佐 ＮＸＣ 第八事業本部長 兼 ＳＩ事業リー

ダー 
石井 泰之 
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新  職 

旧  職 

ＮＸＣ：ネクストコム株式会社 

ＭＫＩ：三井情報開発株式会社 

氏  名 

▽エンタープライズシステム本部 

 ＭＢＫ事業部長 

ＭＫＩ ナレッジマネジメント本部 ヒュー

マンリソースマネジメント部 
和栗 次雄 

▽エンタープライズシステム本部 

 基幹システム部長 

ＭＫＩ エンタープライズシステム事業本

部 基幹システム部長 
松田 太郎 

▽インダストリーソリューション本部長

兼 営業統括本部長補佐 

ＭＫＩ インダストリーソリューション事

業本部長 
水谷 義忠 

▽インダストリーソリューション本部長補

佐 

兼 インダストリーソリューション本部

ＩＴソリューション４部長  

ＮＸＣ サービスソリューション開発本部

長 
佐瀬 明美 

▽インダストリーソリューション本部長補

佐 

ＭＫＩ インダストリーソリューション事

業本部補佐 
上月 登喜男

▽インダストリーソリューション本部 

ＩＴソリューション１部長 

ＭＫＩ インダストリーソリューション事

業本部 ＩＴソリューション１部長 
横田 信幸 

▽インダストリーソリューション本部 

ＩＴソリューション２部長 

ＭＫＩ インダストリーソリューション事

業本部 ＩＴソリューション２部長 
西村 出 

▽インダストリーソリューション本部 

ＩＴソリューション３部長 

ＭＫＩ インダストリーソリューション事

業本部 ＩＴソリューション３部長 
吉田 有 

▽ビジネスクリエーション本部長 

兼 営業統括本部長補佐  

ＭＫＩ ソリューションビジネス事業本部 

副本部長 
鈴木 正伸 

▽ビジネスクリエーション本部長補佐 ＮＸＣ 第七事業本部長 印牧 裕二 

▽ビジネスクリエーション本部長補佐 ＭＫＩ ナレッジマネジメント本部 ヒュー

マンリソースマネジメント部長 
土屋 稔 

▽執行役員 

総合研究所長 

ＭＫＩ 執行役員 

総合研究所長 
高田 輝雄 

▽総合研究所 副所長 ＭＫＩ 総合研究所 ＩＴコンサルティング

部長 
中澤 純次 

▽上席執行役員 

Ｒ＆Ｄ本部長 

ＮＸＣ 常務執行役員 

技術部門統括 

Ｒ＆Ｄ本部長 兼 データネットワ

ーク製品技術本部長 

本橋 直人 

▽Ｒ＆Ｄ本部 副本部長 ＭＫＩ 総合研究所 技術戦略企画部長 熊田 憲治 

▽執行役員 

ナレッジマネジメント本部長 

ＮＸＣ 執行役員 

西日本支配人 
秋沢 茂 



 - 4 - 

新  職 

旧  職 

ＮＸＣ：ネクストコム株式会社 

ＭＫＩ：三井情報開発株式会社 

氏  名 

▽ナレッジマネジメント本部長補佐 

兼 ナレッジマネジメント本部 

クオリティマネジメント部長 

ＭＫＩネットワーク・ソリューションズ株

式会社 取締役 山井 弘志 

▽ナレッジマネジメント本部 

プロジェクトマネジメント部長 

ＭＫＩ ナレッジマネジメント本部 プロジ

ェクトマネジメント部長 
夫馬 康隆 

▽西日本支店長 ＭＫＩ 大阪支店 支店長 中原 満 

▽フェロー ＭＫＩ フェロー 佐枝 三郎 

（注）フェローは、特定の分野で極めて高い能力を有する有識者、専門家等の職位です。 

 

 

以 上 
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内部監査室

内部統制部

経営企画部 戦略企画室

人事部 人事企画室

人材開発室

総務部 総務室

法務室

経理部

IT統括部

営業統括本部 営業戦略推進部

営業管理部

調達部

監査役会 マーケティング部

取締役会 コミュニケーションビジネス第一本部 営業部 第一営業室

第二営業室

社　　長 西日本統括室

技術部 第一技術室

第二技術室

技術サービス部（MKIテクノサービス㈱） 第三技術室

コミュニケーションビジネス第二本部 営業第一部 営業室

札幌営業所

東北営業所

名古屋営業所

営業第二部 エンタープライズ第一営業室

エンタープライズ第二営業室

パートナー営業室

北関東営業所　（新潟出張所)

北陸営業所

営業第三部 大阪営業室

四国営業所　（松山出張所）

広島営業所

九州営業所

沖縄営業所

技術部 ソリューションエンジニアリング室

プロジェクトエンジニアリング室

エンタープライズシステム本部 MBK事業部 プロダクトエンジニアリング室

基幹システム部 大阪技術室

インダストリーソリューション本部 ITソリューション１部

ITソリューション2部

ITソリューション3部

ITソリューション4部

ビジネスクリエーション本部 ビジネスクリエーション1室

ビジネスクリエーション2室

エムケイアイソフトウエアサービス（株） ビジネスクリエーション3室

ビジネスクリエーション4室
MKIネットワークソリューションズ（株）

ビジネスクリエーション5室

総合研究所 ビジネスクリエーション6室

R&D本部 技術戦略企画室

第一研究開発室
ナレッジマネジメント本部 プロジェクトマネジメント部

第二研究開発室
クオリティマネジメント部

西日本支店

MKI（U.S.A),INC.

三井信息技術（杭州）有限公司
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