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2021年 2月 18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 管理統括本部長 中川 雅寛  

 (TEL.03-5962-1119) 

 

2021年度 機構改革および人事異動について 

 

 2021 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 

当社グループの持続的成長を目指すべく、成長戦略を推進し、経営および事業の機能強化を図るため、

以下の通り機構改革を実施する。 

 

（総合企画本部） 

・社長直轄部門として「総合企画本部」を新設する。 

 

（事業統括本部） 

・「事業管理本部」を新設し、「事業推進統括部」を「事業管理統括部」に改称して、同本部の下に設置

する。 

・「ビジネスプロデュース本部」を新設する。 

・「コンテンツ・インテグレーション・センター」を新設する。 

・「第一事業本部」の「マーケティング・コミュニケーション事業部」の機能を、「ビジネスプロデュー

ス本部」および「コンテンツ・インテグレーション・センター」に分割して移管する。 

・「第二事業本部」の「アカウント第四事業部」の機能を、「ビジネスプロデュース本部」に移管する。 

・「第三事業本部」の「ＰＰＰ事業部」の機能を、同事業本部の「文化環境事業部」に移管する。 

・「グループ事業本部」および「海外事業部」を統合し、「グループ・グローバル事業本部」とする。 

さらに、「クリエイティブ統括部」および「グループ経営統括部」を同事業本部の下に新設する。 

・「クリエイティブ本部」の「近畿統括部」を「第三統括部」に改称する。 

・「プロダクト本部」の「第一～第七統括部」を「第一～第六統括部」に再編する。 

 

（管理統括本部） 

・「経営管理本部」の機能の一部を「総合企画本部」に移管し、「経理本部」に改称する。 
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２．人事異動（取締役、執行役員、エグゼクティブ・フェロー） 

（2021 年 3月 1日付） 

 

※執行役員制度の改定にともない、2021年 3月より業務執行取締役は執行役員を兼務する体制といたしました。 

また、重要な職責を担う人財を処遇する「エグゼクティブ・フェロー制度」を導入いたしました。 

詳細につきましては、本日開示の「執行役員制度の改定およびエグゼクティブ・フェロー制度の導入に関するお知らせ」

をご参照ください。 

※2021年 3月 1日付で代表取締役 会長執行役員となります渡辺 勝は、2021年 5月下旬開催予定の定時株主総会終結の時

をもって、取締役ならびに執行役員を退任し、相談役に就任する予定です。詳細につきましては、本日開示の「代表取締

役の異動（退任）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

取締役および執行役員 

氏  名 
異動後 

新役職名 

異動前 

現役職名 

渡辺 勝 代表取締役 会長執行役員 代表取締役会長 

榎本 修次 代表取締役 社長執行役員 代表取締役社長 

奥本 清孝 
取締役 専務執行役員  

事業統括本部長 

専務取締役  

事業統括本部長 

中川 雅寛 
取締役 常務執行役員 社長特命担当 

兼 事業統括本部 グループ・グローバル事業本部長 

常務取締役  

管理統括本部長 

奥野 福三 
取締役 常務執行役員  

管理統括本部長 兼 経理本部長 

取締役  

事業統括本部 クリエイティブ本部長 

大和田 整 
取締役 執行役員  

事業統括本部 クリエイティブ本部長 

取締役  

事業統括本部 第二事業本部長 

牧野 秀一 
取締役 執行役員  

管理統括本部副統括本部長 兼 人財管理本部長 

取締役  

管理統括本部副統括本部長 兼 人財管理本部長 

酒井 信二 
取締役 執行役員  

事業統括本部 第二事業本部長 

取締役  

事業統括本部 第一事業本部長 

吉田 勝彦 
執行役員  

事業統括本部 第一事業本部長 

常務執行役員  

事業統括本部 第三事業本部長 

土井 勇樹 
執行役員  

管理統括本部 総務管理本部長 

常務執行役員  

管理統括本部 総務管理本部長 

吉田 隆之 
執行役員  

事業統括本部 プロダクト本部長 

常務執行役員  

事業統括本部 プロダクト本部長 

栗原 誠 
執行役員  

総合企画本部長 

執行役員  

秘書室長 

安宅 騎一郎 
執行役員  

事業統括本部 事業管理本部長 

執行役員  

管理統括本部 経営管理本部長 

原山 麻子 
執行役員  

事業統括本部 ビジネスプロデュース本部長 

執行役員  

事業統括本部 東京 2020オリンピック・パラリン

ピック推進室長 兼 ２部長  

兼 事業統括本部 営業戦略室長 

林田 吉貴 
執行役員  

事業統括本部 第三事業本部長 
事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部長 
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エグゼクティブ・フェロー 

氏  名 
異動後 

新役職名 

異動前 

現役職名 

武田 博宣 
エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部長 

執行役員  

事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部長 

松尾 浩一 
エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部副事業部長 

執行役員  

事業統括本部 第三事業本部副事業本部長 

山口 吉章 
エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第一事業部長 

執行役員  

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第一事業部長 

兼 スポーツぶんか事業部長 

河西 裕二郎 
エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部長 

執行役員  

事業統括本部 第一事業本部  

マーケティング・コミュニケーション事業部長 

向 隆宏 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グループ事業部長 

執行役員  

事業統括本部 グループ事業本部長 

須藤 竜哉 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グローバル事業部長 

乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 

執行役員  

事業統括本部 海外事業部長 兼 事業戦略部長 

乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 

鈴木 恵千代 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 クリエイティブ本部  

統括エグゼクティブクリエイティブディレクター  

兼 第一統括部 クリエイティブ開発部長 

役員待遇  

事業統括本部 クリエイティブ本部  

統括エグゼクティブクリエイティブディレクター 

小坂 竜 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 クリエイティブ本部  

統括エグゼクティブクリエイティブディレクター  

兼 第一統括部 Ａ．Ｎ．Ｄ．部長 

役員待遇  

事業統括本部 クリエイティブ本部  

統括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 

富林 健二 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 第一事業本部副事業本部長  

兼 リレーションマーケティング部長 

役員待遇  

事業統括本部 第一事業本部副事業本部長 

平田 裕二 

エグゼクティブ・フェロー  

事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

クリエイティブ統括部長 

役員待遇  

事業統括本部 クリエイティブ本部副本部長 
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３．人事異動（一般人事） 

（2021 年 3月 1日付） 

 

氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

井出 長吉 事業統括本部 事業管理本部 事業統括戦略部長 事業統括本部 事業統括戦略部長 

津嶋 正明 事業統括本部 事業管理本部 デジタル推進部長 事業統括本部 マーケティングリサーチ部長 

榊原 卓也 事業統括本部 事業管理本部 事業管理統括部長 事業統括本部 事業推進統括部長 

加藤 悟郎 
事業統括本部 事業管理本部 事業管理統括部  

連携推進部長 
事業統括本部 事業推進統括部 連携推進部長 

都丸 正樹 
事業統括本部 事業管理本部 事業管理統括部  

品質・環境・安全推進部長 

事業統括本部 事業推進統括部  

品質・環境・安全推進部長 

広瀬 健司 
事業統括本部 事業管理本部 事業管理統括部  

品質・環境・安全推進部次長 

事業統括本部 事業推進統括部  

品質・環境・安全推進部次長 

植村 裕 
事業統括本部 事業管理本部 事業管理統括部  

一級建築士事務所長 
事業統括本部 事業推進統括部 一級建築士事務所長 

伊藤 英治 事業統括本部 ビジネスプロデュース本部 事業企画部長 事業統括本部 第二事業本部 事業企画部長 

壺坂 廣志 事業統括本部 ビジネスプロデュース本部 営業戦略室長 
事業統括本部 第二事業本部 スポーツぶんか事業部  

１部 第１ルームチーフ 

市川 稔朗 
事業統括本部 ビジネスプロデュース本部  

東京 2020オリンピック・パラリンピック推進室長 

事業統括本部  

東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進室 １部長 

田原 弘之 
事業統括本部 ビジネスプロデュース本部  

万博・ＩＲ準備室長 
事業統括本部 万博・ＩＲ準備室長 

中田 淳 
事業統括本部 ビジネスプロデュース本部  

リーシングリレーション部長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第四事業部  

開発２部 第１ルームチーフ 

佐藤 善彦 
事業統括本部 ビジネスプロデュース本部  

オペレーション＆コンストラクション・マネジメント部長  

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第四事業部  

コンストラクション・マネジメント部長 

矢野 真道 
事業統括本部 ビジネスプロデュース本部  

コンテンツ事業開発部長 

事業統括本部 第一事業本部  

マーケティング・コミュニケーション事業部  

事業開発部長 

田中 摂 事業統括本部 ビジネスプロデュース本部 広報部長 
事業統括本部 プランニング統括部 企画プロデュース部  

ＮＯＭＬＡＢ_ＣＲルームチーフ 

伊藤 智 事業統括本部 第一事業本部 事業企画部長 事業統括本部 第三事業本部 事業企画部長 

辻村 公成 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第一事業部長  

兼 営業２部長 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第一事業部長 

井尾 達也 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第一事業部  

営業１部長 

事業統括本部 第一事業本部 アカウント第一事業部  

営業２部長 
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氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

堤 朗 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第二事業部長  

兼 Ｕプロジェクト推進部長 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第二事業部長 

大河 延年 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第二事業部  

営業１部長 

事業統括本部 第一事業本部 アカウント第一事業部  

営業１部長 

宮崎 幸一 事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部長 事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部長 

伴野 保 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部  

営業１部長 
事業統括本部 第三事業本部 ＰＰＰ事業部長 

大橋 耕太郎 
事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部  

営業２部長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部  

営業２部長 

坂牧 淳也 事業統括本部 第二事業本部 事業企画部長 事業統括本部 第一事業本部 事業企画部長 

平野 裕二 事業統括本部 第二事業本部 開発部長 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第四事業部  

開発１部長 

東 賢次 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第一事業部  

営業２部長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第三事業部  

営業２部長 

佐久間 徹 事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部長 事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部長 

澤浦 岳 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部  

営業１部長 

事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部  

営業１部長 

林 剛史 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部  

営業２部長 

事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部  

営業２部長 

石井 和茂 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第二事業部  

営業３部長 

事業統括本部 第一事業本部 アカウント第三事業部  

営業３部長 

榎本 圭 
事業統括本部 第二事業本部 アカウント第三事業部  

営業２部長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第四事業部  

開発２部長 

井上 直行 事業統括本部 第二事業本部 スポーツぶんか事業部長 
事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部長  

兼 スポーツぶんか統括部長 

脇田 拓 
事業統括本部 第二事業本部  

スポーツぶんか事業部副事業部長 兼 ２部長 

事業統括本部 第二事業本部  

スポーツぶんか事業部副事業部長 

宮本 康行 事業統括本部 第三事業本部 事業企画部長 事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業１部長 

西村 典泰 事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部 ＰＰＰ部長 事業統括本部 第三事業本部 ＰＰＰ事業部 ＰＰＰ部長 

田上 仁志 事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部 営業１部長 事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業２部長 

中川 裕一朗 事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業１部長 
事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業１部  

第１ルームチーフ 

福田 豊 事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業２部長 事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部 営業１部長 
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氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

岡田 佐斗史 事業統括本部 第三事業本部 北海道支店 営業部長 事業統括本部 第三事業本部 東北支店 営業部長 

八木 信之 事業統括本部 第三事業本部 東北支店 営業部長 
事業統括本部 第三事業本部 文化環境事業部 営業１部  

第２課長 

田代 悟 事業統括本部 第三事業本部 中部支店 営業部長 事業統括本部 第三事業本部 北海道支店 営業部長 

五嶋 秀一 事業統括本部 第三事業本部 中部支店 デザイン部長 
事業統括本部 クリエイティブ本部 近畿統括部  

デザイン６部長 

大川 創 事業統括本部 第三事業本部 中四国支店 営業部長 
事業統括本部 第三事業本部 近畿事業部 営業２部  

第１ルームチーフ 

佐野 陸二郎 
事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グループ経営統括部長 

事業統括本部 海外事業部副事業部長 

NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE 代表取締役社長  

松本 英治 
事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グループ事業部 事業企画部長 
事業統括本部 グループ事業本部 事業企画部長 

藤目 良 
事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グローバル事業部 事業企画部長 
事業統括本部 海外事業部 事業戦略部 事業管理課長 

畔見 達也 
事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グローバル事業部 事業推進部次長 
事業統括本部 海外事業部 グローバルサプライ部長 

杉村 宣哉 
事業統括本部 グループ・グローバル事業本部  

グローバル事業部 香港支店長 
事業統括本部 海外事業部 事業推進部 香港支店長 

松原 美和 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

クリエイティブ開発部次長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン１部 

竹中 久恭 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

Ａ．Ｎ．Ｄ．次長 
事業統括本部 クリエイティブ本部 Ａ．Ｎ．Ｄ．次長 

榎本 太郎 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

ＮＯＤＥ部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 ＮＯＤＥ  

榎本ルームチーフ 

青野 恵太 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

ｎｏ．１０部長 
事業統括本部 クリエイティブ本部 ｎｏ．１０部長 

吉永 光秀 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

ＬＨＣ部長 
事業統括本部 クリエイティブ本部 ＬＨＣ部長 

鈴木 不二絵 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

ＩＶＤ部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン２部 ＩＶＤルームチーフ 

飯泉 博之 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

ＮＡＵ部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン２部 Ｎ．Ａ．Ｕ．１ルームチーフ 

藤田 倫康 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン１部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン１部長 

佐伯 俊輔 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン２部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン４部長 

大西 亮 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン３部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン１部 大西ルームチーフ 
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氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

山口 茜 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン４部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン２部 山口ルームチーフ 

奥田 龍一 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第三統括部長  

兼 デザイン６部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 近畿統括部長  

兼 デザイン５部長 

西野 晃 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第三統括部  

デザイン５部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第二統括部  

デザイン３部長 

須賀 成人 
事業統括本部 クリエイティブ本部 第三統括部  

デザイン７部長 
事業統括本部 第三事業本部 中部支店 デザイン部長 

横島 英輔 
事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部長  

兼 Ｕプロジェクト推進部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第二統括部長  

兼 プロダクト・ディレクション２部長 

竹川 健二 
事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

河端 利明 
事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

波多野 篤志 
事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション３部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第二統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

霜山 圭介 事業統括本部 プロダクト本部 第二統括部長 
事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部長  

兼 プロダクト・ディレクション１部長 

中野 孝幸 
事業統括本部 プロダクト本部 第二統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

富田 政男 
事業統括本部 プロダクト本部 第二統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

高原 重好 事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部長 
事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部副統括部長  

兼 プロダクト・ディレクション１部長 

西岡 貴之 
事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部  

プロダクト・ディレクション２部 第２ルームチーフ 

遠藤 淳 
事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部  

プロダクト・ディレクション１部 第４ルームチーフ 

北西 司延 事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部長 事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部長 

荒井 学 
事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

武田 剛 
事業統括本部 プロダクト本部 第四統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第三統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

法村 哲治 事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部長 事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部長 

勝亦 重仁 
事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

金子 洋平 
事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション２部 第１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 

及川 誠 
事業統括本部 プロダクト本部 第五統括部  

プロジェクト推進部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロジェクト推進部長 

山科 健 事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部長 事業統括本部 プロダクト本部 第七統括部長 

野崎 一郎 
事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第七統括部  

プロダクト・ディレクション１部長 

梶 勇樹 
事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第七統括部  

プロダクト・ディレクション２部長 

平山 暁生 
事業統括本部 プロダクト本部 第六統括部  

プロダクト・ディレクション３部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第七統括部  

プロダクト・ディレクション３部長 

白石 康展 
事業統括本部 プロダクト本部 スポーツぶんか統括部長  

兼 ２部長 

事業統括本部 プロダクト本部  

スポーツぶんか統括部副統括部長 兼 ２部長 

古田 陽子 事業統括本部 プランニング統括部長 
事業統括本部 プランニング統括部副統括部長  

兼 企画２部長 

吉本 宏 事業統括本部 プランニング統括部副統括部長 事業統括本部 プランニング統括部長 

斎藤 雄一 

事業統括本部 プランニング統括部 新領域創発部長  

兼 ビジネスプロデュース本部  

ソーシャルグッド戦略室長 

事業統括本部 プランニング統括部 企画１部長 

柳原 朋子 事業統括本部 プランニング統括部 企画１部長 
事業統括本部 プランニング統括部 企画２部  

第５ルームチーフ 

渡会 ちひろ 事業統括本部 プランニング統括部 企画２部長 
事業統括本部 プランニング統括部 企画２部  

第３ルームチーフ 

樋口 司 
事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第一事業部  

営業２部長 

川原 正毅 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター副センター長   

兼 クリエイティブ・ディレクション部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 ＮＯＣ部長  

兼 第一事業本部 マーケティング・コミュニケーション

事業部 ＮＯＴＯＲＡ部長 

松岡 正人 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター  

事業企画部長 

事業統括本部 クリエイティブ本部 第一統括部  

デザイン２部長 

佐藤 昇 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター  

プロジェクト・マネジメント部長 

事業統括本部 第二事業本部 アカウント第一事業部  

営業２部 第１ルームチーフ 

保坂 隆 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター  

コミュニケーション・プロデュース部長 

事業統括本部 第一事業本部  

マーケティング・コミュニケーション事業部  

コミュニケーション・プロデュース部長 

石川 陽平 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター  

テクニカル・ディレクション部長 

事業統括本部 プロダクト本部 第一統括部  

プロダクト・ディレクション２部 第２ルームチーフ 

高野 次郎 

事業統括本部  

コンテンツ・インテグレーション・センター  

ＮＯＭＬＡＢ部長 

事業統括本部 プランニング統括部  

企画プロデュース部長 

山下 慎介 管理統括本部 管理部長 管理統括本部 経営企画部 企画課長 
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氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

福島 努 
管理統括本部 人財管理本部 人財開発部次長  

兼 事業統括本部 事業管理本部 デジタル推進部次長 
事業統括本部 事業推進統括部 生産技術研究所長 

岡田 高文 管理統括本部 総務管理本部 総務部次長 管理統括本部 総務管理本部 広報部長 

浅野 昭一 管理統括本部 総務管理本部 法務部長 ㈱ノムラデベロップメント 取締役 兼 管理部長 

石松 昇 管理統括本部 総務管理本部 ＩＴ部長 管理統括本部 経営企画部 情報システム課長 

太田 昭 管理統括本部 総務管理本部 大阪管理部長 秘書室 企画調整部長 

藤本 敦子 管理統括本部 総務管理本部 大阪管理部次長 管理統括本部 総務管理本部副本部長 兼 大阪管理部長 

矢澤 唯好 管理統括本部 経理本部 経理部長 管理統括本部 経営管理本部 経理部長 

岡本 久 管理統括本部 経理本部 財務部長 管理統括本部 経営管理本部 財務部長 

中村 久 総合企画本部 経営企画部長 管理統括本部 経営企画部長 

來栖 成憲 総合企画本部 経営企画部次長 管理統括本部 経営企画部次長 

池田 幸次 総合企画本部 経営管理部長 管理統括本部 経営管理本部 経営管理部長 

清水 均 総合企画本部 経営管理部次長 管理統括本部 経営管理本部 経営管理部次長 

豊田 秀信 総合企画本部 秘書部長 秘書室 秘書部長 
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４．人事異動（乃村工藝社グループ会社） 

（2021 年 3月 1日付） 

 

㈱スクエア 

氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

喜多 康博 代表取締役社長 
㈱乃村工藝社 事業統括本部 第二事業本部  

アカウント第四事業部長 

 

NOMURA DESIGN ＆ ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 

氏  名 
異動後                                          

新役職名 

異動前                                          

現役職名 

平石 明 

代表取締役社長 

兼 ㈱乃村工藝社 事業統括本部 グループ・グローバ

ル事業本部 グローバル事業部 事業推進部長 

㈱乃村工藝社 事業統括本部 海外事業部 事業推進部長 

 

 

 

以 上 
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組織図（2021年 3月 1日付） 

 

 

 


