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平成 20 年度機構改革および人事異動について 

 

 

 平成20年2月16日をもちまして、下記のとおり機構改革および人事異動をおこないますので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ組織変更 
１．組織変更の目的 

・ 市場別、エリア別の戦略をより明確にし、プロフィット部門の組織規模をこれまでより

小さくすることで、意思決定の迅速化、機動力の確保を図り、効率的な組織運営を推進

する。 
・ チェーン展開型顧客を開発・深耕する。 
・ 機能別の戦略本部を設置することで、営業・デザイン・プロダクトの３機能における戦

略課題を解決し、プロフィット間の連携を強化する。 
 
２．組織変更の内容 
   （主な組織変更） 

・ 商環境カンパニー、ＣＣカンパニーの２社内カンパニー制を廃止し、商環境事業本部、

ＣＣ事業本部、ネットワーク・スペース事業本部、関西事業本部、中部事業部の４事業

本部、１事業部を新設する。 
・ クリエイティブ＆プロダクト戦略本部、営業戦略本部を新設する 
・ 経営管理統括本部から経営企画部、人事部を分離し、経営企画室、人事戦略室と改称す

る。 
・ 経営管理統括本部に大阪管理部を新設する。 
・ 上海万博準備室、シンガポール拠点開設準備室を新設する。 
・ ＰＰＰ開発センターをＰＰＰ統括部と改称する。 
 
 



（クリエイティブ＆プロダクト戦略本部） 
・ クリエイティブ戦略部、プロダクト戦略部、一級建築士事務所、Ｓ＆Ｉ（スケルトン＆

インフィル）事業開発部を新設する。 
・ 品質・環境・安全推進室を移行し、品質・環境・安全推進部と改称する。 

 
（営業戦略本部） 
・ 営業戦略部、営業開発部を新設する。 
 
（商環境事業本部） 
・ 事業計画部、営業第１～２統括部、プロダクト統括部、クリエイティブ統括部、北海道

支店、東北支店、中四国支店、九州支店を新設する。 
・ 商環境事業本部営業第１統括部 

開発部、営業１～２部を新設する。 
・ 商環境事業本部営業第２統括部 

営業１～２部を新設する。 
・ 商環境事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１～２部、プロジェクト監理部を新設する。 
・ 商環境事業本部クリエイティブ統括部 

開発プロデュース部、デザイン１～３部、設計部を新設する。 
 

（ＣＣ事業本部） 
・ 事業計画部、開発統括部、営業第１～３統括部、プロダクト統括部、クリエイティブ統

括部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部開発統括部 

開発部、プランニング･ディレクション部、コミュニケーション・デザイン部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部営業第１統括部 

営業１～２部、海外業務推進部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部営業第２統括部 

営業１～２部、ＳＰソリューション部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部営業第３統括部 

開発１～２部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・プランニング部、プロダクト・ディレクション１～４部、クリエイティブ・

エンジニアリング部を新設する。 
・ ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部 

設計管理部、デザイン１～５部を新設する。 
 
（ネットワーク･スペース事業本部） 
・ 事業計画部、営業統括部、プロダクト・ディレクション部、デザイン部を新設する。 
・ ネットワーク･スペース事業本部営業統括部 

開発部、営業１～２部を新設する。 



（関西事業本部） 
・ 事業計画部、開発統括部、営業第１～２統括部、プロダクト統括部、クリエイティブ統

括部を新設する。 
・ 関西事業本部開発統括部 

開発部、アーキテクト・ディスプレイ部を新設する。 
・ 関西事業本部営業第１統括部 

営業１～２部を新設する。 
・ 関西事業本部営業第２統括部 

営業１～２部を新設する。 
・ 関西事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１～２部を新設する。 
・ 関西事業本部クリエイティブ統括部 

プランニング部、デザイン１～２部を新設する。 
 

（中部事業部） 
・ 事業計画部、営業統括部、プロダクト・ディレクション部、デザイン部を新設する。 
・ 中部事業部営業統括部 

営業１～２部を新設する。 
 
    （その他） 

・ 本社建設推進室を廃止する。 
・ 営業開発センター、グローバルネットワークセンターを廃止する。 

 
Ⅱ人事異動（平成２０年２月１６日付） 
１．役員人事 

氏   名 
異 動 後 

新役職名および新担当 

異 動 前 

現役職名および現担当 
継 続 織 

栗原   稔 本社担当 
広報・ＩＲ室担当 

グローバルネットワークセンター担当 

専務取締役 

経営管理統括本部長 

内部統制担当   

桜井  洋一 

クリエイティブ＆プロダクト戦略本部長 

グループ品質・環境・安全担当兼 

デザイン・制作担当 

ＣＣカンパニー社長 専務取締役 

榎本  修次 
営業戦略本部長 

営業担当 

商環境カンパニー社長 

営業開発センター担当 
常務取締役 

富永  好信 商環境事業本部長 
大阪事業所担当兼 

商環境カンパニー第２事業本部長 
常務執行役員 

柘植  量文 中部事業部長 ＣＣカンパニー事業本部長 執行役員 

石原  一郎 株式会社シーズ・スリー代表取締役社長 中部地区統括担当 執行役員 

塚田   隆 クリエイティブ＆プロダクト戦略本部副本部長
商環境カンパニー副社長 

制作技術担当 
執行役員 



菅原  道郎 
営業戦略本部副本部長 

上海万博準備室担当兼 PPP 統括部担当 
ＣＣカンパニー事業本部長 執行役員 

牧野  秀一 
人事戦略室長 

経営企画室担当 

商環境カンパニー第１事業本部長兼 

第１統括部長 
執行役員 

久住  和茂 関西事業本部長 ＣＣカンパニー大阪事業部長 執行役員 

 

２． 一般人事 

氏   名 
異 動 後 

新 役 職 名 

異 動 前 

現 役 職 名 

中山  喜泰 監査室長 ＣＣカンパニー中部支店長 

津嶋  正明 経営企画室長 商環境カンパニー事業戦略部長 

川原  洋介 上海万博準備室長 ＣＣカンパニー営業第２統括部長 

橋本  佳幸 
シンガポール拠点開設準備室長兼 

乃村工藝建築装飾（北京）有限公司董司長総経理 
乃村工藝建築装飾（北京）有限公司董事長総経理 

桒野  恭行 経営管理統括本部総務部長 株式会社シーズ・スリー常務取締役 

浅野  昭一 経営管理統括本部総務部次長 経営管理統括本部事業管理部次長 

折笠  智和 経営管理統括本部事業管理部長 経営管理統括本部人事部長 

中島  勝則 経営管理統括本部大阪管理部長 経営管理統括本部総務部長 

中川  雅寛 

クリエイティブ＆プロダクト戦略本部 

クリエイティブ戦略部長兼 

ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部長 

ＣＣカンパニークリエイティブ統括部長 

小島  敏明 
クリエイティブ＆プロダクト戦略本部 

クリエイティブ戦略部次長 
ＣＣカンパニーマーケティング部長 

向   隆宏 
クリエイティブ＆プロダクト戦略本部プロダクト戦略部長兼 

クリエイティブ＆プロダクト戦略本部一級建築士事務所長 
ＣＣカンパニープロダクト統括部長 

鈴木  俊一 
クリエイティブ＆プロダクト戦略本部 

品質･環境･安全推進部長 
品質･環境･安全推進室長 

中村   久 クリエイティブ＆プロダクト戦略本部Ｓ＆Ｉ事業開発部長 CC カンパニー開発統括部開発部 

岩村   聡 営業戦略本部営業戦略部長 ＣＣカンパニー事業戦略部長 

兼平   慎 営業戦略本部営業開発部長 営業開発センター長 

鶴田  尚正 商環境事業本部事業計画部長 商環境カンパニー管理部長 

斉藤   忍 
商環境事業本部営業第１統括部長兼 

商環境事業本部営業第１統括部営業１部長 
商環境カンパニー第１事業本部開発統括部長 

植田  純人 商環境事業本部営業第１統括部開発部長 
商環境カンパニー第１事業本部 

開発統括部開発プロデュース部事業企画ルーム 

井尾  達也 商環境事業本部営業第１統括部営業２部長 商環境カンパニー第２事業本部第１統括部営業２部長 

安宅 騎一郎 商環境事業本部営業第２統括部長 商環境カンパニー第１事業本部第１統括部営業１部長 

河西 裕二郎 商環境事業本部営業第２統括部営業１部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業２部第２ルーム 

柳澤   茂 商環境事業本部営業第２統括部営業２部長 商環境カンパニー第１事業本部第２統括部営業３部長 



武井  秀樹 商環境事業本部営業第２統括部営業２部次長 商環境カンパニー第１事業本部第２統括部営業３部 

奥本 清孝 商環境事業本部プロダクト統括部長 

商環境カンパニー第２事業本部第１統括部 

プロダクト・ディレクション２部長兼 

商環境カンパニー生産戦略２部第１ルーム 

薮本  幹生 
商環境事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１部長 
商環境カンパニー生産戦略１部第２ルーム 

藤野   勝 

商環境事業本部プロダクト統括部統括部次長兼 

商環境事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部長 

商環境カンパニー第１事業本部第１統括部 

プロダクト・ディレクション１部長 

鈴木  俊道 商環境事業本部プロダクト統括部プロジェクト監理部長 商環境カンパニー第１事業本部プロジェクト監理部長 

福島  勇人 商環境事業本部クリエイティブ統括部長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部長兼 

クリエイティブ・ディレクション部長 

吉本   宏 
商環境事業本部クリエイティブ統括部 

開発プロデュース部長 

商環境カンパニー第１事業本部 

開発統括部開発プロデュース部長 

本多  秀行 商環境事業本部クリエイティブ統括部デザイン１部長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部 

デザイン１部長 

長島  淳夫 商環境事業本部クリエイティブ統括部デザイン２部長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部 

デザイン２部長 

西堀  正芳 商環境事業本部クリエイティブ統括部デザイン２部次長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部 

デザイン２部第３ルーム 

奥山   裕 商環境事業本部クリエイティブ統括部デザイン３部長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部 

クリエイティブ・ディレクション部第３ルーム 

有居  徹彦 商環境事業本部クリエイティブ統括部設計部長 
商環境カンパニー第１事業本部クリエイティブ統括部 

設計部長 

武田  博宣 商環境事業本部北海道支店長 商環境カンパニー北海道支店長 

小泉   治 商環境事業本部東北支店長 商環境カンパニー東北支店長 

大前  哲也 
商環境事業本部中四国支店長兼 

株式会社ノムラアクト四国代表取締役社長 
商環境カンパニー中四国支店長 

曽我  聖二 商環境事業本部中四国支店次長 商環境カンパニー中四国支店営業部 

徳光  孝昭 商環境事業本部九州支店長 商環境カンパニー九州支店長 

奥野  福三 ＣＣ事業本部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部長 

大榮  正俊 ＣＣ事業本部事業計画部長 本社建設推進室長 

青木  俊道 
ＣＣ事業本部開発統括部長兼 

ＣＣ事業本部開発統括部開発部長 
ＣＣカンパニー開発統括部長兼開発部長 

保坂   隆 ＣＣ事業本部開発統括部プランニング・ディレクション部長 ＣＣカンパニー開発統括部プランニング・ディレクション部長

蓮本  裕史 ＣＣ事業本部開発統括部コミュニケーション・デザイン部長 ＣＣカンパニー開発統括部コミュニケーション・デザイン部長

大和田  整 
ＣＣ事業本部営業第１統括部長兼 

ＣＣ事業本部営業第１統括部営業２部長 
ＣＣカンパニー営業第１統括部営業１部長 

岡本  賢二 ＣＣ事業本部営業第１統括部営業１部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業２部長 

平石   明 ＣＣ事業本部営業第１統括部海外業務推進部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部海外業務推進部次長 



酒井  信二 ＣＣ事業本部営業第２統括部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業３部長 

小谷  浩ニ ＣＣ事業本部営業第２統括部営業１部長 ＣＣカンパニー営業第２統括部開発２部長 

辻村  公成 ＣＣ事業本部営業第２統括部営業２部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業３部第１ルーム 

和田   修 ＣＣ事業本部営業第２統括部ＳＰソリューション部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部ＳＰソリューション部長 

宮武  博彦 
ＣＣ事業本部営業第３統括部長兼 

ＣＣ事業本部営業第３統括部開発２部長 
ＣＣカンパニー中部支店営業２部長 

鞠子   猛 ＣＣ事業本部営業第３統括部開発１部長 ＣＣカンパニー営業第２統括部開発１部長 

山形  建呂 ＣＣ事業本部プロダクト統括部長 
ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１部長 

家   良浩 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・プランニング部長 

ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・プランニング部長 

富林  健二 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１部長 

ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部第１ルーム 

脇田   拓 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部長 
ＣＣカンパニー営業第１統括部営業１部第１ルーム 

佐藤  正巳 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション３部長 

ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部長 

永山 俊一郎 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション４部長 

ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション３部第１課 

伴   泉 
ＣＣ事業本部プロダクト統括部 

クリエイティブ・エンジニアリング部長 

ＣＣカンパニークリエイティブ統括部 

エンジニアリング・ディレクション部第３ルーム 

鈴木 恵千代 
ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部次長兼 

ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部デザイン１部長 
ＣＣカンパニークリエイティブ統括部デザイン１部長 

竹石  光利 ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部設計管理部長 ＣＣカンパニークリエイティブ統括部設計管理部長 

執行  昭彦 ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部デザイン２部長 ＣＣカンパニークリエイティブ統括部デザイン２部長 

高橋  雅信 ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部デザイン３部長 ＣＣカンパニークリエイティブ統括部デザイン３部長 

花岡   豊 ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部デザイン４部長 ＣＣカンパニークリエイティブ統括部デザイン４部長 

大西  一夫 ＣＣ事業本部クリエイティブ統括部デザイン５部長 
ＣＣカンパニークリエイティブ統括部 

エンジニアリング・ディレクション部長 

山崎  昭彦 ネットワーク・スペース事業本部長 商環境カンパニー第１事業本部第２統括部営業２部長 

栗原  昌信 ネットワーク・スペース事業本部事業計画部長  商環境カンパニー生産戦略１部第１ルーム 

伊勢  元明 
ネットワーク・スペース事業本部営業統括部長兼 

ネットワーク・スペース事業本部営業統括部開発部長 
ＣＣカンパニー営業第１統括部営業４部長 

大谷  利幸 ネットワーク・スペース事業本部営業統括部営業１部長 
商環境カンパニー第１事業本部第２統括部 

営業２部第１ルーム 

堤   朗 ネットワーク・スペース事業本部営業統括部営業２部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業４部第１ルーム 

児玉  高明 
ネットワーク・スペース事業本部 

プロダクト・ディレクション部長 

商環境カンパニー第１事業本部 

第２統括部プロダクト・ディレクション２部長 

都丸  正樹 
ネットワーク・スペース事業本部 

プロダクト・ディレクション部次長 

ＣＣカンパニープロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部 



小出  章夫 ネットワーク・スペース事業本部デザイン部長 
ＣＣカンパニークリエイティブ統括部 

クリエイティブ・ディレクション部第１ルーム 

坂口  英祐 関西事業本部事業計画部長 ＣＣカンパニー大阪事業部プロダクト・ディレクション部次長

伊倉   泰 関西事業本部開発統括部長 ＣＣカンパニー大阪事業部開発部長 

西   幸彦 関西事業本部開発統括部開発部長 商環境カンパニー第２事業本部企画開発部長 

三嶽  穂積 関西事業本部開発統括部アーキテクト・ディスプレイ部長 商環境カンパニー第２事業本部デザイン２部ＣＤルーム 

吉田  勝彦 関西事業本部営業第１統括部長 商環境カンパニー第２事業本部第１統括部長 

林田  吉貴 関西事業本部営業第１統括部営業１部長 商環境カンパニー第２事業本部第１統括部営業１部長 

山口  吉章 関西事業本部営業第１統括部営業２部長 
商環境カンパニー第２事業本部第１統括部 

営業１部第２ルーム 

栗田  徹也 関西事業本部営業第２統括部長 ＣＣカンパニー大阪事業部営業部長 

秋田  昌彦 関西事業本部営業第２統括部営業１部長 ＣＣカンパニー大阪事業部営業部第２ルーム 

山本   勉 関西事業本部営業第２統括部営業２部長 ＣＣカンパニー大阪事業部営業部第３ルーム 

渡邊   健 関西事業本部プロダクト統括部長 商環境カンパニー生産戦略２部長兼生産戦略第１ルーム 

吉田  隆之 
関西事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１部長 

商環境カンパニー第２事業本部第１統括部 

プロダクト・ディレクション１部長  

安井  秀喜 
関西事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション１部次長 

商環境カンパニー第２事業本部第１統括部 

プロダクト・ディレクション１部 

山科   健 
関西事業本部プロダクト統括部 

プロダクト・ディレクション２部長 

ＣＣカンパニー大阪事業部 

プロダクト・ディレクション部第１ルーム 

山崎  康正 
関西事業本部クリエイティブ統括部長兼 

関西事業本部クリエイティブ統括部デザイン１部長 
商環境カンパニー第２事業本部デザイン２部長 

吉本  幸弘 関西事業本部クリエイティブ統括部プランニング部長 ＣＣカンパニー大阪事業部デザイン部プランニングルーム 

三瓶  邦夫 関西事業本部クリエイティブ統括部デザイン１部次長 商環境カンパニー第２事業本部デザイン１部長 

栗原  孝弘 関西事業本部クリエイティブ統括部デザイン２部長 ＣＣカンパニー大阪事業部デザイン部長 

大島  康孝 関西事業本部クリエイティブ統括部デザイン２部次長 ＣＣカンパニー大阪事業部デザイン部次長 

藤井  秀人 中部事業部事業計画部長 
ＣＣカンパニー大阪事業部 

アーキテクト・ディスプレイ部建装ルーム 

時澤  宗一 中部事業部営業統括部長 商環境カンパニー中部支店長 

坂本   潔 中部事業部営業統括部営業１部長 商環境カンパニー中部支店営業部長 

森   鉄雄 中部事業部営業統括部営業２部長 ＣＣカンパニー中部支店営業１部長 

大生  賢二 中部事業部プロダクト・ディレクション部長 商環境カンパニー中部支店プロダクト・ディレクションルーム

武井   淳 中部事業部デザイン部長 商環境カンパニー中部支店デザインルーム 

中島  秀男 ＰＰＰ統括部長 ＰＰＰ開発センター長 

二川 真一郎 株式会社ノムラデュオ常務取締役 商環境カンパニー第１事業本部第２統括部長 

 

以 上 

本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ室（０３-５９６２-４３６１：直通）までご連絡ください。 


