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会社名 ネッ ト ワンシステムズ株 式 会 社 

     代表者名 代表取締役 社長執行役員 吉 野 孝 行 

（コード：７５１８ 東証第１部） 

照会先       取締役 執行役員 片 山 典 久 

本リリースに関する問い合わせ先            

経営企画本部  広報・IR室長  井上 尚紀 

（TEL.０３－６２５６－０６１５） 

 

                

平成２７年４月１日付 機構改革及び幹部人事異動のお知らせ 

 

 

当社は、平成２７年４月１日付で、次のとおり機構改革及び幹部人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 機構改革（平成２７年４月１日付） 

顧客視点に立った商品・サービスを提供できる体制を強化し、付加価値を最大化するソリューションを創造して

継続的な成長を遂げることを図るため、以下の機構改組をする。 

（１）クラウドビジネスへのシフトを強力に推し進めるため、商品・ソリューションの企画・開発、技術検証等の機能を

担うビジネス推進本部を新設する。 

（２）顧客志向力の強化並びに組織力強化を目的として現行の技術本部を廃止し、設計・構築機能を東日本事業本

部へ統合する。 

（３）ソリューション展開の加速と事業本部との連携強化を図るため、市場開発グループの機能を一元化し、市場開

発本部を新設する。 

 

① 経営企画本部 
・当本部には、経営企画室、広報・IR室、情報システム部、人事部を置く。 

② ビジネス推進本部 
・当本部には、第１応用技術部、第２応用技術部、商品企画部、ビジネスオペレーション室を置く。 

③ 管理本部 
・当本部には、法務・CSR室、業務管理部、財務経理部を置く。 

④ 市場開発本部 
・当本部には、ソリューション営業部、ICT戦略支援部を置く。 

⑤ 東日本事業本部 
・当本部には、セールスオペレーション部、第１営業部、第２営業部、第３営業部、第４営業部、第５営業部、第６
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営業部、北海道営業部、東北営業部、第１システム技術部、第２システム技術部、システム技術支援部、ファシリ

ティ技術部、プロジェクト推進部を置く。 

⑥ 西日本事業本部 
・当本部には、セールスオペレーション部、第１営業部、第２営業部、中部第１営業部、中部第２営業部、九州・沖

縄営業部、技術部を置く。 

⑦ 保守運用サービス本部 
・当本部には、サービスオペレーション室、サービス導入支援部、アカウントサービス部、エキスパートオペレー

ション部、テクニカルサポート部、製品・保守部材管理部を置く。 

 

 

 

２．幹部人事異動（平成２７年４月１日付） 

氏  名 新   職 旧   職 

篠浦 文彦 
執行役員  

ビジネス推進本部長 

執行役員  

経営企画本部 商品企画部、第１応用技術

部、第２応用技術部、第３応用技術部、ビジ

ネスオペレーション部担当 

島田 紀夫 
執行役員 

西日本事業本部担当 関西支社長 

執行役員 

西日本事業本部担当 兼 関西第2営業部長 

森 正英 
執行役員 

保守運用サービス本部担当 

執行役員 

技術本部担当 

 

 

 

氏  名 新   職 旧   職 

坂本 裕二 内部監査室長 経営企画本部 グループ事業推進室長 

比嘉 偉明 
経営企画本部 テクニカルセンター長 

兼 情報システム部長 

経営企画本部  

エグゼクティブエキスパート 

下田 英樹 経営企画本部 人事部長 
経営企画本部  

人事部 シニアエキスパート 

飯田 健二 ビジネス推進本部 第１応用技術部長 経営企画本部 第１応用技術部長 

松本 陽一 ビジネス推進本部 第２応用技術部長 経営企画本部 第２応用技術部長 

張 偉 ビジネス推進本部 商品企画部長 経営企画本部 商品企画部長 
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氏  名 新   職 旧   職 

泊 正和 
ビジネス推進本部  

ビジネスオペレーション室長 

経営企画本部  

ビジネスオペレーション部長 

種田 匡毅 管理本部 法務・ＣＳＲ室長 
管理本部  

法務･ＣＳＲ部 法務チーム リーダー 

平川 慎二 
理事 

市場開発本部長 

理事 

市場開発第１グループ長 

上野 潤二 市場開発本部 ソリューション営業部長 東日本事業本部 第１営業部長 

池田 和之 市場開発本部 ＩＣＴ戦略支援部長 
市場開発第１グループ  

シニアエキスパート 

中田 成紀 東日本事業本部 第１営業部長 東日本事業本部 第３営業部長 

成田 吉充 東日本事業本部 第２営業部長 東日本事業本部 第１０営業部長 

皆川 謙太 東日本事業本部 第３営業部長 東日本事業本部 第５営業部長 

辻 晃治 東日本事業本部 第４営業部長 東日本事業本部 東北営業部長 

中島 俊哉 東日本事業本部 第５営業部長 東日本事業本部 第９営業部長 

高橋 慶介 東日本事業本部 第６営業部長 東日本事業本部 北海道営業部長 

高橋 朋一 
東日本事業本部 北海道支店長 

兼 北海道営業部長 
東日本事業本部 第１１営業部長 

斉藤 誠吾 
東日本事業本部 東北支店長 

兼 東北営業部長 
東日本事業本部 第7営業部長 

林 龍太 東日本事業本部 第１システム技術部長 東日本事業本部 システム技術部長 

土屋 孝敏 東日本事業本部 第２システム技術部長 技術本部 第１技術部長 
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氏  名 新   職 旧   職 

穂坂 和宏 東日本事業本部 システム技術支援部長 技術本部 第３技術部長 

毛塚 千秋 東日本事業本部 ファシリティ技術部長 
技術本部  

エグゼクティブエキスパート 

川上 英起 東日本事業本部 プロジェクト推進部長 
東日本事業本部  

エグゼクティブエキスパート 

中村 淳一 
理事 

西日本事業本部 中部支社長 

理事 

市場開発第２グループ長 

林 克也 西日本事業本部 第１営業部長 西日本事業本部 関西･四国営業部長 

畠山 大輔 西日本事業本部 第２営業部長 西日本事業本部 九州･中国営業部長 

前田 秀樹 西日本事業本部 中部第１営業部長 西日本事業本部 関西第１営業部長 

中村 利男 
西日本事業本部 九州支店長 

兼 九州・沖縄営業部長 

西日本事業本部 九州･中国営業部  

九州営業チーム リーダー 

鈴木 厚太郎 
保守運用サービス本部  

サービス導入支援部長 
東日本事業本部 第６営業部長 

千種 啓介 
保守運用サービス本部  

アカウントサービス部長 

保守運用サービス本部  

第２保守サービス部長 

延坂 成人 
保守運用サービス本部  

エキスパートオペレーション部長 

保守運用サービス本部  

エグゼクティブエキスパート 

高橋 芳典 
保守運用サービス本部  

テクニカルサポート部長 

保守運用サービス本部  

第３保守サービス部長 

山田 貴光 

保守運用サービス本部  

品質管理センター長 

兼 製品・保守部材管理部長 

保守運用サービス本部  

第１品質管理部長 

 

 

 

以 上 

 

 


