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２０２２年３月２５日 

  各  位 

 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   竹下 隆史  

（コード番号：7518 東証第１部） 

  問 合 せ 先  経営企画本部 ＩＲ室        村元 裕二  

（TEL. 03－6256－0615） 

 

 

２０２２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、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 

ネットワングループの成長戦略の推進と強い経営基盤の確立、及び内部統制強化を図るため、以下のとおり

機構改革を実施する。 

 

（１） 公共分野の市場環境やニーズの変化に対して、さらなる事業拡大に向けた体制強化を図るため、社長直轄組

織として「ガバメントアフェアーズ推進室」を新設する。 

 

（２） 徹底した見える化を推進し、事業変革を図るため、経営企画本部に「見える化推進室」を新設する。 

 

（３） 技術の機能統合により、顧客接点の拡大とサービスシフトの加速を図るため、各事業本部に配置されていた技

術部門を集約し、セールスエンジニアリング本部を新設する。また、セールスエンジニアリング本部は 24部体

制とする。 

・各事業本部から技術部門を移管する。 

・ビジネス開発本部からフィールドマーケティング、サービス開発の機能を移管する。 

・カスタマーサービス本部から技術部門、コンサルティング、プロジェクトマネジメント、サービス開発・運用の機

能を移管する。 

 

（４）市場別の社会課題解決を目指し事業機会の拡大を図るため、事業本部を再編し、次のとおり組成する。 

・営業機能を市場ならびにエリアごとに再編し、東日本第1事業本部、東日本第2事業本部、東日本第3事業

本部、中部事業本部、西日本事業本部の 5本部体制とする。 

・営業管理業務の最適化及び統制強化を図るため、各事業本部に事業推進部（事業推進室）を新設する。 
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２．取締役の管掌 

 

取締役 管掌部門 

竹下 隆史 

経営全般、 

内部監査室、リスク管理部、コンプライアンス室、ガバメントアフェアーズ

推進室、経営企画本部、管理本部、業務統制本部 

田中 拓也 
東日本第1事業本部、東日本第２事業本部、東日本第３事業本部、 

中部事業本部、西日本事業本部 

篠浦 文彦 ビジネス開発本部、カスタマーサービス本部 

辻 晃治 セールスエンジニアリング本部 

 

３． 幹部人事異動 

 

（１）執行役員・本部長・副本部長・理事の異動 

氏  名 新   職 旧   職 

竹下 隆史 
社長執行役員 

最高経営責任者（CEO） 

社長執行役員 

最高リスク管理責任者（CRO） 

最高コンプライアンス責任者（CCO） 

田中 拓也 

専務執行役員 

最高執行責任者（COO） 

ネットワンパートナーズ株式会社 代表取締役社長 

常務執行役員 

ネットワンパートナーズ株式会社 代表取締役

社長 

木内 充 
専務執行役員 

最高人事責任者（CHRO） 
顧問 

篠浦 文彦 
常務執行役員 

最高技術責任者（CTO） 

執行役員 

最高マーケティング責任者（CMO） 

ビジネス開発本部長 

辻 晃治 

常務執行役員 

最高戦略責任者（CSO） 

ネットワンパートナーズ株式会社 取締役 

執行役員 

東日本第１事業本部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 取締役 

北島 雅幸 

常務執行役員 

最高リスク管理責任者（CRO） 

最高コンプライアンス責任者（CCO） 

ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社  

代表執行役社長 

ネットワンパートナーズ株式会社 取締役 

ネットワンネクスト株式会社 取締役 

顧問 
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氏  名 新   職 旧   職 

岩本 智浩 

執行役員 

最高情報責任者（CIO） 

管理本部長 

執行役員 

最高情報責任者（CIO） 

管理本部長 Net One Systems USA, Inc. 

President & CEO 

上野 潤二 
執行役員 

東日本第1事業本部長 

執行役員 

東日本第２事業本部長 

金井 朗子 

執行役員 

東日本第2事業本部長 

ネットワンパートナーズ株式会社 取締役 

ネットワンパートナーズ株式会社 執行役員 ビ

ジネス開発部、コーポレート戦略室、セールス

エンジニアリング部 担当 

成田 吉充 
執行役員 

東日本第3事業本部長 

中部事業本部 副本部長 

第１営業部、第２営業部、第３営業部、技術部、

営業アシスタントチーム 担当 

ネットワンネクスト株式会社 取締役 

松本 陽一 
執行役員 

中部事業本部長 

執行役員 

カスタマーサービス本部長 

エクストリーク株式会社 取締役 

皆川 謙太 
執行役員 

セールスエンジニアリング本部長 

東日本第１事業本部 副本部長 

第 1技術部、第 2技術部、第 3技術部、第 4技

術部、第5技術部担当 

小澤 貴子  
カスタマーサービス本部長 

エクストリーク株式会社 取締役 

ビジネス開発本部 副本部長 

プロダクトマーケティング部、フィールドマーケ

ティング部、ビジネスマネージメント部 担当 

（兼）ビジネス開発本部 ビジネスマネージメント

部長 

藤田 雄介  
ビジネス開発本部長 

Net One Systems Singapore Pte. Ltd. CFO 

ビジネス開発本部 副本部長 

先端技術戦略室、第1応用技術部、第2応用技

術部 担当 

（兼）ビジネス開発本部 第1応用技術部長 

日野 吉章 
東日本第3事業本部 副本部長 

事業推進部担当 

東日本第2事業本部 副本部長 

第1営業部、第3営業部、第４営業部担当 

（兼）東日本第2事業本部 第3営業部長 

田代 真介 
セールスエンジニアリング本部 副本部長 

パブリック技術部門担当 
西日本事業本部 技術部長 

中嶋 章博 

セールスエンジニアリング本部 副本部長 

エンタープライズ技術部門、サービスプロバイダー

技術部門担当 

東日本第2事業本部 第1技術部長 

熊谷 創史 

セールスエンジニアリング本部 副本部長 

ITアウトソーシング部、運用技術部、戦略コンサル

ティング部、プロジェクトマネジメント部、サービス開

発運営部担当 

東日本第1事業本部 第3技術部長 
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氏  名 新   職 旧   職 

土屋 孝敏 

カスタマーサービス本部 副本部長 

エキスパートオペレーション部門、ファシリティ技術

部担当 

カスタマーサービス本部 副本部長 

第１技術部、第２技術部、ファシリティ技術部担

当 

沖 千里 
ビジネス開発本部 副本部長 

プロダクトマネジメント部担当 
ビジネス開発本部プロダクトマーケティング部長 

立川 健児 

ネットワンパートナーズ株式会社 執行役員 

営業部門、セールスエンジニアリング部、ビジネス

開発部担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 執行役員 

第2営業部、西日本営業部担当 

古賀 良孝 

ネットワンパートナーズ株式会社 執行役員 

コーポレート戦略部、財務・業務管理部、物流・品質

管理部担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 執行役員  

営業管理部、物流・品質管理部 担当 

遠山 英樹 

ネットワンパートナーズ株式会社 

理事 セールスエンジニアリング部、ビジネス開発

部担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 

理事 第1営業部担当 

近 美香子 
ネットワンパートナーズ株式会社 

理事 営業部門担当 

ネットワンパートナーズ株式会社 

理事 第3営業部担当 

岡本 秀一 Net One Systems USA, Inc. President & CEO 
Net One Systems USA, Inc. Vice President & 

COO 

中村 淳一 
Net One Systems Singapore Pte. Ltd. CEO 

Net One Asia Pte. Ltd.  Director 

執行役員 

中部事業本部長 

Net One Systems Singapore Pte. Ltd. CEO 

 

 

（２）部長・室長の異動 

氏名 新職 旧職 

磯村 和信 ガバメントアフェアーズ推進室長 中部事業本部 技術部長 

種田 匡毅 
リスク管理部長 

最高情報セキュリティ責任者（CISO） 

リスク管理室長 

最高情報セキュリティ責任者（CISO） 

穂坂 和宏 経営企画本部 見える化推進室長 カスタマーサービス本部 第1技術部長 

南 功太郎 業務統制本部 業務企画部長 カスタマーサービス本部 第2技術部 副部長 

溝口 大輔 業務統制本部 購買部長 業務統制本部 購買部 副部長 

尾張 真司 業務統制本部 事業推進部長 
ネットワンパートナーズ株式会社 第2営業部長 

（兼）経営企画本部 経営企画部 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

斉藤 誠吾 東日本第1事業本部 第2営業部長 東日本第1事業本部 第3営業部長 

瀬戸 則行 東日本第1事業本部 第3営業部長 東日本第1事業本部 第4営業部長 

堀田 砂織 東日本第1事業本部 事業推進部長 
東日本第1事業本部 営業アシスタント第1ﾁｰﾑ ﾏ

ﾈｰｼﾞｬ  ー
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氏名 新職 旧職 

奈藏 篤史 東日本第2事業本部 第3営業部長 東日本第2事業本部 第3営業部 副部長 

中澤 勇樹 東日本第2事業本部 事業推進部長 
東日本第2事業本部 第1営業部 副部長 

（兼）第1営業部 営業第1ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

林 孝憲 東日本第3事業本部 第1営業部長 東日本第1事業本部 第2営業部長 

榎本 博一 東日本第3事業本部 第2営業部長 西日本事業本部 第3営業部長 

竹村 俊弘 東日本第3事業本部 第3営業部長 東日本第2事業本部 第4営業部 副部長 

淺沼 貴興 東日本第3事業本部 事業推進部長 
東日本第2事業本部 第1技術部 技術第1ﾁｰﾑ ｼ

ﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

柴田 佳介 中部事業本部 第2営業部長 中部事業本部 第3営業部長 

坂上 健一 中部事業本部 事業推進室長 
ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 事業

企画部 西日本ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

池田 和之 西日本事業本部 ICT戦略支援室長 
カスタマーサービス本部  副本部長 

（兼）プロジェクト推進室長 

竹川 大介 西日本事業本部 第2営業部長 東日本第2事業本部 第4営業部長 

貝森 伸明 西日本事業本部 第3営業部長 西日本事業本部 第2営業部長 

水野 貴博 西日本事業本部 第4営業部長 
西日本事業本部 第2営業部 営業第1ﾁｰﾑ ｼﾆｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

今村 元 西日本事業本部 事業推進部長 
西日本事業本部 第3営業部 営業第2ﾁｰﾑ ｼﾆｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

大島 国光 
セールスエンジニアリング本部 東日本エンタープ

ライズﾞ第1技術部長 
東日本第2事業本部 第2技術部長 

佐藤 弘章 
セールスエンジニアリングﾞ本部 東日本エンタープ

ライズ第2技術部長 
東日本第2事業本部 第1技術部 副部長 

福武 匡 
セールスエンジニアリングﾞ本部 東日本エンタープ

ライズ第3技術部長 
東日本第1事業本部 第3技術部 副部長 

横山 哲雄 
セールスエンジニアリングﾞ本部 東日本エンタープ

ライズ第4技術部長 
ビジネス開発本部 フィールドマーケティング部長 

宗宮 健仁 
セールスエンジニアリング本部 中部エンタープラ

イズ技術部長 
中部事業本部 技術部 副部長 

岡本 瞬 
セールスエンジニアリング本部 西日本エンタープ

ライズ･サービスプロバイダー技術部長 

西日本事業本部 技術部 技術第2ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰ

ｼﾞｬ  ー

吉川 忠司 
セールスエンジニアリング本部 東日本サービスプ

ロバイダー第1技術部長 
東日本第2事業本部 第1技術部 副部長 

佐藤 康明 
セールスエンジニアリング本部 東日本サービスプ

ロバイダー第2技術部長 
東日本第2事業本部 第2技術部 副部長 

本村 建輔 
セールスエンジニアリング本部 東日本サービスプ

ロバイダー第3技術部長 

東日本第2事業本部 第1技術部 技術第8ﾁｰﾑ ﾏ

ﾈｰｼﾞｬ  ー

伊達 啓 
セールスエンジニアリング本部 東日本パブリック

第1技術部長 
東日本第1事業本部 第1技術部長 

久世 東 
セールスエンジニアリング本部 東日本パブリック

第2技術部長 
東日本第1事業本部 第2技術部長 
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氏名 新職 旧職 

渡部 真史 
セールスエンジニアリング本部 東日本パブリック

第3技術部長 
東日本第1事業本部 第4技術部長 

石井 勝 
セールスエンジニアリング本部 東日本パブリック

第4技術部長 
東日本第1事業本部 第2技術部 副部長 

大岩 義則 
セールスエンジニアリング本部 中部パブリック技

術部長 

中部事業本部 技術部 技術第6ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞ

ｬ  ー

木下 真一 
セールスエンジニアリング本部 西日本パブリック

第1技術部長 
カスタマーサービス本部 第2技術部長 

庄子 大成 
セールスエンジニアリング本部 西日本パブリック

第2技術部長 
西日本事業本部 第2営業部 副部長 

佐藤 貴志 
セールスエンジニアリング本部 西日本パブリック

第3技術部長 
西日本事業本部 第2営業部 副部長 

春口 孝之 セールスエンジニアリング本部 市場戦略部長 
東日本第2事業本部 第2技術部 技術第11ﾁｰﾑ 

ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟー ﾄ 

深町 泰三 
セールスエンジニアリング本部 ITアウトソーシン

グ部長 
カスタマーサービス本部 カスタマーサクセス部長 

齋藤 龍 セールスエンジニアリング本部 運用技術部長 
カスタマーサービス本部 カスタマーサクセス部 

CXM第2ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

川崎 武志 
セールスエンジニアリング本部 戦略コンサルティ

ング部長 

カスタマーサービス本部 コンサルティングサービ

ス部長 

三上 龍二 
セールスエンジニアリング本部 プロジェクトマネジ

メント部長 

東日本第1事業本部 第2技術部 技術第4ﾁｰﾑ ｼ

ﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

田中 将文 セールスエンジニアリング本部 サービス推進部長 東日本第1事業本部 第5技術部長 

福地 裕樹 
セールスエンジニアリング本部 サービス開発運営

部長 

ビジネス開発本部 第2応用技術部 DX推進ﾁｰﾑ 

ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

小川 忠之 
カスタマーサービス本部 第1エキスパートオペレ

ーション部長 
東日本第1事業本部 第1技術部 副部長 

上條 眞 
カスタマーサービス本部 第2エキスパートオペレ

ーション部長 
カスタマーサービス本部 第1技術部 副部長 

工藤 英幸 
カスタマーサービス本部 第3エキスパートオペレ

ーション部長 

カスタマーサービス本部 エキスパートオペレーシ

ョン部 副部長 

松本 俊彦 カスタマーサービス本部 ファシリティ技術部長 
カスタマーサービス本部 ファシリティ技術部 第5ﾁ

ｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

小飼 邦大 
カスタマーサービス本部 ビジネスマネジメント部

長 

ビジネス開発本部 ビジネスマネージメント部 第2

ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

兼松 智也 ビジネス開発本部 プロダクトマネジメント部長 

ビジネス開発本部 プロダクトマーケティング部 副

部長 

（兼）ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 第1ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

村上 丈文 ビジネス開発本部 イノベーション推進部長 
ビジネス開発本部先端技術戦略室長 

（兼）先端技術戦略室 先端技術戦略ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

井上 直也 ビジネス開発本部 応用技術部長 
中部事業本部 技術部 技術第7ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞ

ｬ  ー
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氏名 新職 旧職 

細野 康宏 ネットワンパートナーズ株式会社 第2営業部長 
ネットワンパートナーズ株式会社セールスエンジニ

アリング部  副部長 

澁谷 英之 
ネットワンパートナーズ株式会社 コーポレート戦

略部長 

ネットワンパートナーズ株式会社コーポレート戦略

室長 

大村 春人 
ネットワンパートナーズ株式会社 物流･品質管理

部長 

ネットワンパートナーズ株式会社物流･品質管理部 

第1ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬ  ー

大森 巌 
ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 事

業企画部長 

ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 シェ

アードサービス部長 

金内 俊男 
ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 シェ

アードサービス部長 

ネットワンビジネスオペレーションズ合同会社 事業

企画部 企画ﾁｰﾑ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬ  ー
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