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平成27年2月13日 

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 乃 村 工 藝 社 

代表者名  代表取締役社長  渡 辺  勝 

 (コード番号 9716  東証第一部) 

問合せ先 取締役コーポレート本部長ii吉 本 清 志 

( T E L . 0 3－ 5 9 6 2－ 1 1 1 9 ) 
 

平成27年度機構改革および人事異動について 

 

平成 27 年 3 月 1 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 

 

１．機構改革 

（１）機構改革の目的  

中期経営計画の円滑な遂行を目指し部門の専門性を高めるとともに、縦横の連携をさらに強化

する体制を整え、効率的な組織運営の推進を目的に実施する。  

 

（２） 機構改革の内容 

（主な組織変更） 

・ＣＣ事業本部をＣＣ第一事業本部、ＣＣ第二事業本部に改編し、それぞれアカウント第一事業

部、アカウント第二事業部、クリエイティブ局、プロダクト局を設置する。 

・ＣＣ事業本部内の文化環境事業部を文化環境事業本部として分離独立させ、文化環境事業部、

設計・制作局を設置し、ＰＰＰ事業部を編入する。 

・海外本部を海外事業部に改組する。 

 

 

（事業統括室） 

・プランニング戦略部、生産体制戦略部を新設する。 

 

（コーポレート本部） 

・人財開発部を新設し、経理部を財務部に改称する。 

 

（商環境事業本部） 

・管理部を新設する。 

・アカウント第一事業部にコンストラクション・マネジメント部を新設する。 

・プロダクト局にプロダクト・ディレクション５部を新設する。 

 

（ＣＣ第一事業本部） 

・事業戦略部、国際博覧会推進室を設置する。 

・アカウント第一事業部に営業１～２部、プランニング・ディレクション部を設置する。 

・アカウント第二事業部に営業１～２部を設置する。 

・クリエイティブ局にデザイン１～３部を設置する。 

・プロダクト局にプロダクト・プランニング部およびプロダクト・ディレクション１～３部を設

置する。 
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（ＣＣ第二事業本部） 

・事業戦略部を設置する。 

・アカウント第一事業部に営業１～３部を設置する。 

・アカウント第二事業部に企画開発１～２部を設置する。 

・クリエイティブ局にデザイン１～２部を設置する。 

・プロダクト局にプロダクト・プランニング部、プロダクト・ディレクション１～２部を設置す

る。 

 

（文化環境事業本部） 

・事業戦略部、文化環境研究所を設置する。 

・文化環境事業部に公共広報開発部、開発１～２部を設置する。 

・設計・制作局に企画設計１～２部、制作推進部を設置する。 

・ＰＰＰ事業部に事業推進部を設置する。 

 

（スポーツぶんか事業開発室） 

・スポーツぶんか事業開発部をスポーツぶんか事業開発室に改組する。 
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２．人事異動（役員人事） 

（平成27年3月1日付） 

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 

中川 雅寛 
取締役 ＣＣ第二事業本部長 

兼 アカウント第二事業部長 

取締役 海外本部長 

兼 事業統括室 クリエイティブ統括グループ統括責任者

兼 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長

大和田 整 常務執行役員 ＣＣ第一事業本部長 
常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 

兼 事業統括室 アカウント統括グループ統括責任者

牧野 秀一 常務執行役員 文化環境事業本部長 ㈱ノムラデュオ 代表取締役社長 

土井 勇樹 
執行役員 事業統括室 

アカウント統括グループ統括責任者 
執行役員 ＣＣ事業本部 アカウント第三事業部長 

兼平  慎 執行役員 営業開発本部長 
執行役員 営業開発本部長  

兼 プロジェクト開発部長 

佐藤 正純 
執行役員  

コーポレート本部 副本部長 兼 財務部長 

執行役員  

コーポレート本部 副本部長 兼 経理部長 

山崎 昭彦 執行役員 コーポレート本部  副本部長 
執行役員 コーポレート本部 副本部長 

兼 経営企画部長 

富林 健二 
執行役員 ＣＣ第一事業本部  副事業本部長 

兼 事業統括室 生産体制戦略部長 

執行役員 ＣＣ事業本部 プロダクト局長 

兼 プロダクト局 アカウントＰＤ２部長 

酒井 信二 執行役員 ＣＣ第二事業本部 アカウント第一事業部長 執行役員 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部長

吉田 勝彦 執行役員 商環境事業本部 副事業本部長 
執行役員 商環境事業本部 アカウント第四事業部長

兼  開発部長 

武田 博宣 
執行役員 ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部長

兼 国際博覧会推進室長 
執行役員  商環境事業本部 アカウント第一事業部長

杉本   伸 

執行役員 海外事業部長 兼 事業推進部長 

兼 香港支店長 

兼 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長

事業統括室 顧問 

鈴木 恵千代 

役員待遇 

（エグゼクティブクリエイティブディレクター） 

ＣＣ第一事業本部 統括クリエイティブディレクター

兼 スポーツぶんか事業開発室 

統括クリエイティブディレクター 

役員待遇 

（エグゼクティブクリエイティブディレクター） 

ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 

統括クリエイティブディレクター 

兼 営業開発本部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

小坂   竜 

役員待遇 

（エグゼクティブクリエイティブディレクター） 

商環境事業本部 クリエイティブ局  

統括クリエイティブディレクター  

役員待遇 

（エグゼクティブクリエイティブディレクター） 

商環境事業本部 クリエイティブ局 

統括クリエイティブディレクター 

兼 クリエイティブ・ディレクション部長 

兼 営業開発本部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

久住 和茂 常勤顧問 ミラノ万博担当 専務執行役員 ＣＣ事業本部長 ＰＰＰ事業部担当 

岡本 賢二 ㈱テスコ  代表取締役社長 執行役員 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部長
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３．人事異動（一般人事） 
（平成27年3月1日付） 

氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

斉藤   忍 
事業統括室 クリエイティブ統括グループ統括責任者

兼 商環境事業本部 クリエイティブ局長 
商環境事業本部 クリエイティブ局長 

佐野 陸二郎 コーポレート本部 経営企画部長 コーポレート本部 経営企画部 顧問 

花田 孝之 コーポレート本部 人財開発部長 コーポレート本部 人事部 人財開発課長 

栗原   誠 コーポレート本部 財務部次長 コーポレート本部 経営企画部 担当部長 

藤本 敦子 
コーポレート本部 大阪管理部長  

兼 秘書室次長 
コーポレート本部 大阪管理部長 

太田   昭 コーポレート本部 大阪管理部次長 
（株）シーズ・スリー大阪事業所長  

兼 コーポレート本部 大阪管理部 担当部長 

鶴田 尚正 商環境事業本部 管理部長 商環境事業本部 事業戦略部 第１課長 

山口 吉章 商環境事業本部 アカウント第一事業部長 商環境事業本部 中部支店長 

吉本   宏 
商環境事業本部 アカウント第一事業部統括ディレクター

兼 事業統括室 プランニング戦略部長 
商環境事業本部 アカウント第一事業部 企画開発部長

八木 信之 商環境事業本部 アカウント第一事業部 企画開発部長
商環境事業本部 アカウント第一事業部 開発１部 

コンサルティング開発ルームチーフ 

鈴木 俊道 
商環境事業本部 アカウント第一事業部  

コンストラクション・マネジメント部長 

商環境事業本部 アカウント第一事業部 開発２部 

コンストラクション・マネジメントルームチーフ 

林田 吉貴 商環境事業本部 アカウント第四事業部長 商環境事業本部 九州支店長 

植田 純人 商環境事業本部 アカウント第四事業部 開発部長 
商環境事業本部 アカウント第四事業部  

開発部 開発ルームチーフ 

宮本 康行 商環境事業本部 アカウント第四事業部 営業部長 商環境事業本部 九州支店次長 

飯島   泉 商環境事業本部 クリエイティブ局次長 商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン３部長 

根本 正夫 
商環境事業本部 クリエイティブ局  

クリエイティブ・ディレクション部長 

商環境事業本部 クリエイティブ局  

クリエイティブ・ディレクションルームチーフ 

坂井 芳宣 商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン３部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局  

デザイン３部 第３ルームチーフ 

中村 裕輔 商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン４部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局  

デザイン４部 第１ルームチーフ 

榊原 卓也 
商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・プランニング部長 

商環境事業本部 プロダクト局次長  

兼 商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部長 

松本 浩一 
商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・プランニング部長 
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氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

谷口 善之 
商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション２部 第３ルームチーフ 

法村 哲治 
商環境事業本部 プロダクト局 

プロダクト・ディレクション４部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部長 

北西 司延 
商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション５部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション４部長 

仮屋園 朋久 商環境事業本部 北海道支店次長 
ＣＣ事業本部 アカウント第三事業部  

営業１部 第２ルームチーフ 

田原 弘之 商環境事業本部 中部支店長 商環境事業本部 中部支店次長 

坂本 貴司 商環境事業本部 中部支店次長 
ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部  

営業２部 第２ルームチーフ 

福田   豊 商環境事業本部 九州支店長 商環境事業本部 アカウント第四事業部 営業部長 

植田 素希 ＣＣ第一事業本部 事業戦略部長 コーポレート本部 経営企画部 担当部長 

田中 奨一 ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 

樋口   司 ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 

岡   邦彦 
ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部  

プランニング・ディレクション部長 

ＣＣ事業本部 クリエイティブ局  

プランニング・ディレクション部 第１ルームチーフ 

秋田 昌彦 ＣＣ第一事業本部 アカウント第二事業部長 ＣＣ事業本部 アカウント第三事業部 営業１部長 

大河 延年 ＣＣ第一事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長
ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業１部  

第２ルームチーフ 

林   剛史 ＣＣ第一事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 ＣＣ事業本部 アカウント第三事業部 営業２部長 

栗原 孝弘 ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン４部長 

根石 一夫 ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部長
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部  

第４ルームチーフ 

田村 啓宇 ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部長
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部  

第２ルームチーフ 

奥田 龍一 ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局 デザイン３部長
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン４部  

第２ルームチーフ 

脇田   拓 
ＣＣ第一事業本部 プロダクト局長  

兼 プロダクト・プランニング部長 
ＣＣ事業本部 国際博覧会準備室チーフディレクター

伊藤 英樹 
ＣＣ第一事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・プランニング部長 

木村 芳和 
ＣＣ第一事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション２部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部 第２ルームチーフ

霜山 圭介 
ＣＣ第一事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション２部長 
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氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

栗田 徹也 ＣＣ第二事業本部 事業戦略部長 ＣＣ事業本部 事業戦略部長 

紀     淳 ＣＣ第二事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 

町田 雅之 ＣＣ第二事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 

松村 丈生 ＣＣ第二事業本部 アカウント第一事業部 営業３部長 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業３部長 

深山 弘樹 ＣＣ第二事業本部 アカウント第二事業部 副事業部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 副事業部長 

中村   久 
ＣＣ第二事業本部 アカウント第二事業部  

企画開発１部長 
ＣＣ事業本部 ワークプレイス事業推進部長 

保坂   隆 
ＣＣ第二事業本部 アカウント第二事業部  

企画開発２部長 

ＣＣ事業本部 クリエイティブ局  

プランニング・ディレクション部長 

遠藤 勝彦 ＣＣ第二事業本部 クリエイティブ局長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部長 

吉永 光秀 ＣＣ第二事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部長 

高橋 文朋 ＣＣ第二事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部長
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局  

デザイン１部 第１ルームチーフ 

井上 直行 
ＣＣ第二事業本部 プロダクト局長  

兼 プロダクト・プランニング部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部長 

河端 利明 
ＣＣ第二事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション１部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

アカウントＰＤ１部長 

熊谷 勝二郎 
ＣＣ第二事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション２部長 

ＣＣ事業本部 プロダクト局  

アカウントＰＤ２部 第２ルームチーフ 

山本   勉 
文化環境事業本部  副事業本部長  

兼 事業戦略部長 兼 文化環境研究所長 
ＣＣ事業本部 文化環境事業部長 

福島 恵司 文化環境事業本部 事業戦略部次長 ㈱ノムラデベロップメント 取締役 営業本部長 

小谷 浩二 文化環境事業本部 文化環境事業部長 
ＣＣ事業本部 文化環境事業部 文化環境部長 

兼 文化環境事業部 沖縄営業所長 

市川 稔朗 
文化環境事業本部 文化環境事業部  

公共広報開発部長 
ＣＣ事業本部 文化環境事業部 公共広報開発部長

北山 浩二 文化環境事業本部 文化環境事業部 開発１部長 ＣＣ事業本部 文化環境事業部 文化環境部 第１課長

谷口 雅人 文化環境事業本部 文化環境事業部 開発２部長 ＣＣ事業本部 文化環境事業部 文化環境部 第３課長

山科   健 文化環境事業本部 設計・制作局長 
ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部長 

執行 昭彦 文化環境事業本部 設計・制作局次長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局チーフデザイナー 

渡辺   創 文化環境事業本部 設計・制作局 企画設計１部長 
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局  

プランニング・ディレクション部 第２ルームチーフ 

吉本 幸弘 文化環境事業本部 設計・制作局 企画設計２部長 
ＣＣ事業本部 クリエイティブ局  

デザイン４部 プランニングルームチーフ 
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氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

野崎 一郎 文化環境事業本部 設計・制作局 制作推進部長 
ＣＣ事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部 第１課長 

中島 秀男 文化環境事業本部 ＰＰＰ事業部長 ＰＰＰ事業部長 

西村 典泰 文化環境事業本部 ＰＰＰ事業部 事業推進部長 ＰＰＰ事業部 事業推進部長 

町田   剛 営業開発本部 プロジェクト開発部長 
㈱ノムラプロダクツ 取締役 

事業統括本部  開発営業本部長 

原山 麻子 スポーツぶんか事業開発室長 スポーツぶんか事業開発部長 

河西裕二郎 ㈱ノムラデュオ 代表取締役社長 ㈱ノムラデュオ 常務取締役 

 

以 上 



 組織図

部
略
戦
業
事

部
理
管

部
略
戦
業
事

部
略
戦
業
事

企画開発部
開発1部
開発2部
コンストラクション・マネジメント部

営業1部
営業2部

事業推進部
香港支店

公共広報開発部
開発1部
開発2部
企画設計1部
企画設計2部
制作推進部
事業推進部

文化環境事業部

設計・制作局

ＰＰＰ事業部

クリエイティブ局

プロダクト局

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

営業1部
営業2部
営業3部

営業1部
営業2部
開発部
営業部

クリエイティブ・ディレクション部
デザイン1部
デザイン2部
デザイン3部
デザイン4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部
プロダクト・ディレクション2部

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

アカウント第三事業部

アカウント第四事業部

クリエイティブ局

プロダクト局

アカウント
統括グループ

クリエイティブ
統括グループ

品質・環境・
安全推進部

一級建築士
事務所

プランニング
戦略部

生産体制
戦略部

経営企画部

人事部

総務部

人財開発部

財務部

事業管理部

広報・ＩＲ部

監査室

秘書室

大阪管理部

プロダクト
統括グループ

株主総会 取締役会

監査役会

社　長

室
括
統
業
事

部
本
業
事
境
環
商

部
本
業
事

第
Ｃ
Ｃ

部
本
業
事
境
環
化
文

北海道支店
東北支店
中部支店
中四国支店
九州支店

デザイン1部

スポーツぶんか事業開発室

デザイン2部

グループ戦略部

企画開発部
プロジェクト開発部

マチハコ事業推進部

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部
プロダクト・ディレクション2部
プロダクト・ディレクション3部
プロダクト・ディレクション4部
プロダクト・ディレクション5部

部
本
発
開
業
営

（平成27年3月1日付）

部
略
戦
業
事

営業1部
営業2部

クリエイティブ局

プロダクト局

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

営業1部
営業2部
プランニング・ディレクション部

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部
プロダクト・ディレクション2部
プロダクト・ディレクション3部

部
本
業
事一
第
Ｃ
Ｃ

デザイン1部
デザイン2部
デザイン3部

海外事業部

二

研
境
環
化
文

部
略
戦
業
事

究
所

会
覧
博
際
国

推
進
室

企画開発1部
企画開発2部


