
 1

                                                                   
2017（平成29）年2 月 9 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   榎  本   修  次  

(コード番号  9716  東証第一部) 

問合せ先 常務取締役 コーポレート本部長 吉 本  清 志 

(T E L.0 3 － 5 9 6 2 － 1 1 1 9) 

 

2017（平成 29）年度機構改革および人事異動について 

 

 2017（平成29）年3月1日付で､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  

  新中期経営計画のスタートにあたり、乃村工藝社グループ（以下「グループ」）の商品を組み合わせ、

最適なソリューションをスピーディーに提供する組織への改革を実施いたします。 

今回の改革では、各機能（アカウント、クリエイティブ、プロダクト）のさらなる強化をはかるため、機能別

組織に改編し、顧客の商品ニーズを的確に提供できる仕組みを目指しております。 

 

（２） 機構改革の内容 

  【開発本部】 

  ・時流の先読みをしながら市場や顧客の需要を見据えて、全社横断の開発活動をリードする部門と

して、開発本部を新設する。 

 

  【第一事業本部】 

  ・顧客の海外進出や海外調達、グローバル企業・インポートブランドの国内外への各種対応など、

顧客のグローバルビジネスへの支援拡充に対応するアカウント部門として、第一事業本部を新設

する。 

 

  【第二事業本部】 

  ・都市再開発や首都圏を中心とした顧客ニーズに対応するとともに、スポーツ関連施設整備、イベ

ント、文化プログラムの開発やこれらの周辺事業を含めた事業機会の獲得と最大化をはかるアカ

ウント部門として、第二事業本部を新設する。 

 

  【第三事業本部】 

  ・観光文化や地域創生、医療・福祉などの市場に参画・拡大し、エリアを活性化させるとともに、

支店・事業所間の連携を一層強化するためのアカウント部門として、第三事業本部を新設する。 

 

  【第四事業本部】 

  ・グループ会社を統括し、グループ各社の強みを明確にすることにより独自性の高い成長戦略を構

築する部門として、第四事業本部を新設する。 
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【事業統括センター】 

  ・全社最適とグループ全体の利益の最大化をはかるため、事業部門全般を統括する事業統括室を事

業統括センターに改組する。   

 

  【クリエイティブセンター】 

  ・クリエイティブ部門を一体化させ、あらゆる顧客ニーズに即応させるため、デザイン・クリエイ

ティブプランニングの各業務を統合したクリエイティブセンターを新設する。 

 

  【プロダクトセンター】 

  ・需要の拡大と不確実性に対応し、フレキシブルな供給体制を構築するため、プロダクトセンター

を新設する。 

 

  【プロモーションセンター】 

  ・イベントの運営演出や店頭活性化ビジネスなど、グループ内のプロモーション機能の発展に向け、

プロモーションセンターを新設する。 

 

【人財サポートセンター】 

  ・人事・人財開発機能をより高度に発展させるため、コーポレート本部の人事部、人財開発部を分

離し、人財サポートセンターを新設する。 
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２．人事異動（役員人事） 

（平成29 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 

榎本 修次 代表取締役社長 代表取締役社長 事業統括担当 

富永 好信 
専務取締役 社長補佐  
兼 大阪事業所担当 

専務取締役 商環境事業本部長 海外事業担当 

増田   武 
常務取締役 社長補佐 
兼 ㈱ノムラデベロップメント 取締役会長 

常務取締役 グループ事業本部長 

吉本 清志 常務取締役 第一事業本部長 常務取締役 コーポレート本部長 

中川 雅寛 取締役 コーポレート本部長 取締役 ＣＣ第二事業本部長 

奥本 清孝 
取締役 事業統括センター長 
クリエイティブセンター・プロダクトセンター担当 

取締役 事業統括室長 
兼 事業統括室 プロダクト統括グループ統括責任者 

大和田 整 
取締役 第二事業本部長 
兼 プロモーションセンター長 
スポーツぶんか事業開発室担当 

取締役 ＣＣ第一事業本部長 
スポーツぶんか事業開発室担当 
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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 

牧野 秀一 常務執行役員 第三事業本部長 常務執行役員 文化環境事業本部長 

武田 博宣 常務執行役員 第二事業本部 アカウント第一事業部長 常務執行役員 ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部長 

兼平   慎 常務執行役員 第三事業本部 副事業本部長 執行役員 営業開発本部長 

山崎 昭彦 常務執行役員 人財サポートセンター長 執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 人財開発部長 

吉田 勝彦 常務執行役員 開発本部長 執行役員 商環境事業本部 副事業本部長 

奥野 福三 常務執行役員 第四事業本部長  ㈱ノムラプロダクツ 代表取締役社長 

土井 勇樹 
執行役員 第三事業本部 

アカウント第三事業部 中部支店長 

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 

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

杉本  伸 
執行役員 第一事業本部 海外事業部長 
兼 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司董事長 

執行役員 海外事業部長  
兼 海外事業部 事業戦略部長 兼 香港支店長 
兼 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司董事長 

松尾 浩一 執行役員 第一事業本部 アカウント第三事業部長 執行役員 商環境事業本部 アカウント第二事業部長 

曽我 聖二 執行役員 第一事業本部 アカウント第二事業部 担当 執行役員 商環境事業本部 アカウント第三事業部長 

吉田 隆之 執行役員 プロダクトセンター長 
執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 
兼 プロダクト・プランニング部長 

栗原   誠 
執行役員 コーポレート本部 副本部長 

兼 コーポレート本部 広報・IR 部長 
コーポレート本部 財務部長 

安宅 騎一郎 執行役員 コーポレート本部 副本部長 コーポレート本部 リスクマネジメント部長 

山口 吉章 執行役員 開発本部 開発第一事業部長 商環境事業本部 アカウント第一事業部長 

鈴木 恵千代 

役員待遇 

クリエイティブセンター 

統括エグゼクティブクリエイティブディレクター 

役員待遇 

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 

小坂   竜 

役員待遇 

クリエイティブセンター 

エグゼクティブクリエイティブディレクター 

兼 A.N.D. 部長 

役員待遇 

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 A.N.D. 部長 

富林 健二 
役員待遇 
第一事業本部エグゼクティブディレクター 

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 

佐藤 正純 顧問 執行役員 コーポレート本部 副本部長 
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３．人事異動（一般人事） 
（平成29 年3 月 1 日付） 

氏  名 
異動後                 

新役職名 

異動前                 

現役職名 

小島 敏明 開発本部 事業企画部長 営業開発本部 企画開発部長 

八木 信之 開発本部 開発第一事業部 開発１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 

岡田 高文 開発本部 開発第一事業部 開発２部長 営業開発本部 営業開発部長 

喜多 康博 開発本部 開発第二事業部長 
商環境事業本部 アカウント第一事業部 副事業部長  

兼 開発１部長 

田原 弘之 開発本部 開発第二事業部 開発１部長 商環境事業本部 中部支店長 

榎本   圭 開発本部 開発第二事業部 開発２部長 
商環境事業本部 アカウント第一事業部 開発１部  

リーシング・ディレクションルームチーフ 

鈴木 俊道 
開発本部 開発第二事業部  

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  

コンストラクション・マネジメント部長 

坂牧 淳也 第一事業本部 事業企画部長 ㈱ノムラデュオ 取締役管理本部長 

佐野 陸二郎 

第一事業本部 海外事業部 副事業部長 

兼 事業戦略部長 

兼 香港支店長 

コーポレート本部 経営企画部長 

兼 広報・ＩＲ部長 

平石   明 第一事業本部 海外事業部 事業開発部長 ＣＣ第一事業本部 アカウント第二事業部 チーフディレクター 

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

井尾 達也 第一事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 ＣＣ第二事業本部 アカウント事業部 営業開発部長 

矢野 真道 第一事業本部 アカウント第一事業部 営業２部 次長 
ＣＣ第二事業本部 アカウント事業部 営業１部  

第１ルームチーフ 

堤     朗 第一事業本部 アカウント第二事業部長 商環境事業本部 アカウント第三事業部 副事業部長 

長谷川 豊 第一事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業１部長 

浜田 奉久 第一事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業１部  

第１ルームチーフ 

佐久間 徹 第一事業本部 アカウント第三事業部 営業１部長 
商環境事業本部 アカウント第二事業部 副事業部長 

兼 営業１部長 

土岐 幸三 第一事業本部 アカウント第三事業部 営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第二事業部 営業２部  

第２ルームチーフ 

鶴田 尚正 第二事業本部 事業企画部長 商環境事業本部 管理部長 

藤中 隆一 第二事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部 開発部長 

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

辻村 公成 第二事業本部 アカウント第二事業部長 商環境事業本部 北海道支店長 

新沼 晴康 第二事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業２部長 

矢倉 民雄 第二事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業２部  

第１ルームチーフ 

佐藤 秀樹 第二事業本部 アカウント第三事業部長 商環境事業本部 アカウント第一事業部 開発２部長 

綾部 昌久 第二事業本部 アカウント第三事業部 営業１部長 商環境事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 

東   賢次 第二事業本部 アカウント第三事業部 営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第一事業部 開発２部  

第２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 

西牧 一美 第三事業本部 事業企画部長 文化環境事業本部 事業戦略部 次長 

小谷 浩二 第三事業本部 アカウント第一事業部長 文化環境事業本部 文化環境事業部長 

山本   勉 第三事業本部 アカウント第一事業部 副事業部長 

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 

北山 浩二 第三事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 文化環境事業本部 文化環境事業部 開発１部長 

谷口 雅人 第三事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 文化環境事業本部 文化環境事業部 開発２部長 

西村 典泰 第三事業本部 アカウント第一事業部 ＰＰＰ部長 文化環境事業本部 ＰＰＰ事業部 事業推進部長 

林田 吉貴 第三事業本部 アカウント第二事業部長   商環境事業本部 アカウント第四事業部長 

宮本 康行 第三事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 商環境事業本部 アカウント第四事業部 営業部長 

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

伴野   保 第三事業本部 アカウント第三事業部長  商環境事業本部 東北支店長 

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

脇田   拓 第三事業本部 アカウント第三事業部 北海道支店 次長 
ＣＣ第一事業本部 プロダクト局  

プロダクト・プランニング部長 

町田 雅之 第三事業本部 アカウント第三事業部 東北支店長 ＣＣ第二事業本部 アカウント事業部 営業１部長 

坂本 貴司 第三事業本部 アカウント第三事業部 中部支店 次長 商環境事業本部 中部支店 次長 

宮崎 幸一 第三事業本部 アカウント第三事業部 中四国支店長 商環境事業本部 中四国支店長 

松浦 恒久 第三事業本部 アカウント第三事業部 中四国支店 次長 商環境事業本部 中四国支店 次長 

福田   豊 第三事業本部 アカウント第三事業部 九州支店長  商環境事業本部 九州支店長 

田中 奨一 第三事業本部 アカウント第三事業部 九州支店 次長 商環境事業本部 九州支店 次長 

浅野 昭一 第四事業本部 副事業本部長  グループ事業本部 グループ戦略部長 

松本 英治 第四事業本部 事業企画部長 ＣＣ第一事業本部 事業戦略部長 

市川 稔朗 スポーツぶんか事業開発室 部長 文化環境事業本部 文化環境事業部 公共広報開発部長 
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氏  名 
異動後                 

新役職名 

異動前                 

現役職名 

井出 長吉 事業統括センター 事業統括戦略部長 ＣＣ第二事業本部 事業戦略部 担当部長 

福島   努 事業統括センター 生産技術研究所長 
文化環境事業本部 設計・制作局 企画設計１部  

設計監理課 プロダクトディレクター 

白石 康展 事業統括センター 品質・環境・安全推進部長 
事業統括室 一級建築士事務所長 

兼 プロダクト統括グループテクニカルディレクター 

植村   裕 事業統括センター 一級建築士事務所長 事業統括室 一級建築士事務所チーフ 

藤野   勝 

事業統括センター オペレーションコントロール統括部 

プロダクト統括部長 

兼 第２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部長 

斉藤   忍 

事業統括センター オペレーションコントロール統括部  

クリエイティブ統括部長  

兼 開発部長 

商環境事業本部 クリエイティブ局長 

兼 onndo 統括責任者 

榊原 卓也 
事業統括センター  

オペレーションコントロール統括部 第１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１部長 

藤森   功 
事業統括センター  

オペレーションコントロール統括部 第３部長 
事業統括室 生産体制戦略部次長 

加藤 悟郎 
事業統括センター  

オペレーションコントロール統括部 第４部長 
事業統括室 プロダクト統括グループ チーフ 

吉本   宏 
事業統括センター プランニング統括部長 

兼 企画開発部長 

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 クライアント・ソリューション部長 

兼 事業統括室 プランニング戦略部長 

高野 次郎 事業統括センター プランニング統括部 企画１部長 
ＣＣ第二事業本部 アカウント事業部 営業開発部  

プランニングルームチーフ 

斎藤 雄一 事業統括センター プランニング統括部 企画２部長 
ＣＣ第一事業本部 アカウント第一事業部 開発部  

プランニング・プロデュースルームチーフ 

渡辺   創 事業統括センター プランニング統括部 企画３部長 
文化環境事業本部 設計・制作局 企画設計１部長 

兼 企画戦略室長 

吉本 幸弘 事業統括センター プランニング統括部 企画４部長 文化環境事業本部 設計・制作局 企画設計２部長 

平田 裕二 クリエイティブセンター長 事業統括室 クリエイティブ統括グループ 統括責任者

秋田 昌彦 
クリエイティブセンター副センター長 

兼 プロデュース部長 
ＣＣ第一事業本部 アカウント第二事業部長 

西堀 正芳 クリエイティブセンター 事業企画部長 商環境事業本部 アカウント第二事業部 開発部長 

根石 一夫 クリエイティブセンター 第一統括部長 
ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局  

クリエイティブ・ディレクション部長 

波田 英昭 
クリエイティブセンター 第一統括部  

クリエイティブ１部長 

ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局  

クリエイティブ・ディレクション部 第２ルームチーフ

坂井 芳宣 
クリエイティブセンター 第一統括部  

クリエイティブ２部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン３部長 
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氏  名 
異動後                 

新役職名 

異動前                 

現役職名 

根本 正夫 
クリエイティブセンター 第一統括部  

クリエイティブ３部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部長 

栗原 孝弘 クリエイティブセンター 第二統括部長 ＣＣ第一事業本部 クリエイティブ局長 

田村 啓宇 
クリエイティブセンター 第二統括部 

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

奥山   裕 
クリエイティブセンター 第二統括部  

クリエイティブ２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ター 

片貝 敦男 
クリエイティブセンター 第二統括部  

クリエイティブ３部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部長 

飯島   泉 
クリエイティブセンター 第三統括部長 

兼 クリエイティブ３部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 次長 

執行 昭彦 
クリエイティブセンター 第三統括部  

クリエイティブ１部長 
文化環境事業本部 設計・制作局 次長 

奥田 龍一 
クリエイティブセンター 第三統括部  

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

五嶋 秀一 
クリエイティブセンター 第三統括部  

クリエイティブ２部 次長 
商環境事業本部 中部支店 デザインルームチーフ 

渡部   透 プロダクトセンター  事業企画部長 ＣＣ第一事業本部 事業戦略部 第２課長 

山科   健 
プロダクトセンター プロダクトソリューション統括部長 

兼 クリエイティブ・エンジニアリング部長 
文化環境事業本部 設計・制作局長 

都丸 正樹 
プロダクトセンター プロダクトソリューション統括部  

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 プロダクト・プランニング部

プロダクト・プランニング第１ルームチーフ 

板垣 浩之 
プロダクトセンター プロダクトソリューション統括部  

設計部長 
商環境事業本部 プロダクト局 設計部長 

及川   誠 
プロダクトセンター プロダクトソリューション統括部  

グローバルサプライ部長 

商環境事業本部 東北支店  

プロダクト・ディレクションルームチーフ 

松岡   剛 
プロダクトセンター プロダクトソリューション統括部  

プロジェクト計画部長 

ＣＣ第二事業本部 プロダクト局  

プロダクト・プランニング部 プランニングルームチーフ 

法村 哲治 プロダクトセンター 第一統括部長 
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５部長 

河端 利明 
プロダクトセンター 第一統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

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 

横島 英輔 
プロダクトセンター 第一統括部  

プロダクト・ディレクション２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 

武田   剛 
プロダクトセンター 第一統括部  

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１部 第１ルームチーフ 

中野  聡 
プロダクトセンター 第一統括部  

プロダクト・ディレクション３部 次長 

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５部 第１ルームチーフ 

井上 直行 プロダクトセンター 第二統括部長 ＣＣ第二事業本部 プロダクト局長 

霜山 圭介 
プロダクトセンター 第二統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

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 

谷口 善之 
プロダクトセンター 第二統括部  

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

新役職名 

異動前                 

現役職名 

富田 政男 
プロダクトセンター 第二統括部  

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１部 第２ルームチーフ 

松本 浩一 プロダクトセンター 第三統括部長 ＣＣ第一事業本部 プロダクト局長 

野崎 一郎 
プロダクトセンター 第三統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 
文化環境事業本部 設計・制作局 制作推進部長 

北西 司延 
プロダクトセンター 第三統括部  

プロダクト・ディレクション２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６部長 

伊藤 英治 プロモーションセンター 事業企画部長 スポーツぶんか事業開発室 第１ルームチーフ 

保坂  隆 
プロモーションセンター  

コミュニケーション･プロデュース部長 

ＣＣ第二事業本部 アカウント事業部 

事業開発チーフディレクター 

中村   久 コーポレート本部 経営企画部長 ＣＣ第二事業本部 事業戦略部長 

矢澤 唯好 コーポレート本部 財務部長 コーポレート本部 財務部 経理課長 

岡本   久 コーポレート本部 財務部 次長 コーポレート本部 財務部 資金課長 

大久保 和義 コーポレート本部 総務部 次長 コーポレート本部 リスクマネジメント部 次長 

佐藤 正己 コーポレート本部 リスクマネジメント部長 事業統括室 品質・環境・安全推進部長 

藤本 敦子 
コーポレート本部 大阪管理部長 

兼 人財サポートセンター 人事部 次長 

コーポレート本部 大阪管理部長 

兼 コーポレート本部 人事部 次長 

前島 隆之 人財サポートセンター 人事部長 商環境事業本部 事業戦略部長 

花田 孝之 人財サポートセンター 人財開発部長 コーポレート本部 人財開発部 次長 
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４．乃村工藝社グループ（取締役および本部長以上（いずれも常勤者）） 

（平成29 年3 月 1 日付） 

 

㈱ノムラプロダクツ 

氏  名 新役職名 現役職名 

向   隆宏 代表取締役社長 
取締役  

事業統括本部 プロダクト事業本部 副本部長 

長瀬 賢次 常務取締役 常務取締役 事業統括本部長 

安田   匠 取締役 プロダクト本部 副本部長 
取締役  

事業統括本部 プロダクト事業本部 プロダクト第２事業部長 

山形 建呂 取締役 プロダクト本部長 取締役 事業統括本部 プロダクト事業本部長 

永瀬 武志 取締役 営業開発本部長 取締役 事業統括本部 事業戦略本部長 

金原 弘己 
取締役 

プロダクト本部 副本部長 

取締役  

事業統括本部 プロダクト事業本部 プロダクト第１事業部長 

 

㈱テスコ 

氏  名 新役職名 現役職名 

岡本 賢二 代表取締役社長 代表取締役社長 

山崎   磨 取締役 経営管理本部長 取締役 ファシリティ ケア本部長 

津嶋 正明 取締役 ファシリティケア本部長 取締役 経営管理本部長 

宮地 尚志 取締役 ファシリティケア本部 副本部長 取締役 営業開発本部 副本部長 

伊倉   泰 取締役 営業本部長 取締役 営業開発本部長 

 

㈱ノムラデュオ 

氏  名 新役職名 現役職名 

河西 裕二郎 代表取締役社長 代表取締役社長 

福島 勇人 常務取締役 デザイン本部長 常務取締役 デザイン本部長 

山田 祐照 取締役 デザイン本部 統括クリエイティブディレクター 取締役 デザイン本部 統括クリエイティブディレクター 

坂口 英祐 取締役 制作技術管理センター長 取締役 制作技術管理センター長 

海老澤 祐治 取締役 第１事業部長 第１営業本部長 副本部長 

亀谷 博之 取締役 営業本部長 第１営業本部長 

田口 克利 管理本部長 
㈱乃村工藝社  

グループ事業本部 グループ戦略部 管理課長 
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ノムラテクノ㈱ 

氏  名 新役職名 現役職名 

高橋 元彦 代表取締役社長 代表取締役社長 

福田 良一 取締役 営業統括部長 取締役 営業統括部長 

中島 勝則 取締役 管理部長 取締役 管理部長 

板垣 京介 取締役 技術制作統括部長 取締役 技術制作部長 

秋月   忍 取締役 大阪支店長 取締役 大阪支店長 

 

㈱ノムラデベロップメント 

氏  名 新役職名 現役職名 

増田   武 取締役会長 
㈱乃村工藝社  

常務取締役 グループ事業本部長 

黒田 英樹 代表取締役社長 営業本部長 代表取締役社長 営業本部長 

田中   剛 取締役 総務本部長 取締役 総務本部長 

染谷 和彦 取締役 営業本部 副本部長 取締役 営業本部 副本部長 

 

㈱ノード 

氏  名 新役職名 現役職名 

藤村 信夫 代表取締役社長 代表取締役社長 

根来 宏文 取締役 事業開発統括部長 取締役 企画プロデュース統括部長 

榎本 太郎 取締役 企画デザイン統括部長 兼 経営管理統括部長 取締役 企画デザイン統括部長 

 

㈱シーズ・スリー 

氏  名 新役職名 現役職名 

桒野 恭行 代表取締役社長 代表取締役社長 

折笠 智和 常務取締役 経営管理本部長 ㈱乃村工藝社 コーポレート本部 人事部長 

 

㈱六耀社 

氏  名 新役職名 現役職名 

圖師 尚幸 代表取締役社長 代表取締役社長 
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㈱スクエア 

氏  名 新役職名 現役職名 

植田 素希 代表取締役社長 代表取締役社長 

 

乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 

氏  名 新役職名 現役職名 

杉本   伸 董事長 董事長 

須藤 竜哉 董事総経理 董事総経理 

楊     雪 管理総部長 董事 副総経理 

張     傑 董事副総経理 兼 事業総部 董事総部長 事業総部 貿易部長 

唐  一乔 管理総部 副総部長 営業開発室長 

 

NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE 

氏  名 新役職名 現役職名 

Poon Chong 

Wah 
代表取締役社長 代表取締役社長 

 

儂得空間設計咨詢（上海）有限公司 

氏  名 新役職名 現役職名 

藤村 信夫 董事長 董事長 

鏑木 浩之 董事総経理 董事総経理 

佐藤 直樹 董事 副総経理 董事 副総経理 

 

以 上 
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クリエイティブ３部
事業企画部
プロダクトプランニング部
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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１部
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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１部
プロダクト・ディレクション２部
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（平成29年3月1日付）

プロダクトソリューション統括部

第一統括部

第二統括部

オペレーションコントロール統括部

プランニング統括部

第一統括部

第二統括部

第三統括部

第三統括部

監査室

株主総会 取締役会

監査役会

会　長 社　長

秘書室

開発第一事業部

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

アカウント第一事業部

アカウント第二事業部

第一事業
本部

開発本部

第二事業
本部

第三事業
本部

クリエイティブ
センター

プロダクト
センター

コーポレート
本部

人財サポート
センター

プロモーション
センター

事業統括
センター

第四事業
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海外事業部

アカウント第三事業部

アカウント第三事業部

スポーツぶんか事業開発室

開発第二事業部

アカウント第三事業部

ノムラトレーニング
センター

京都営業所

岡山営業所
沖縄営業所

香港支店
ミラノオフィス
ニューヨークオフィス


