組織変更ならびに執行役員の業務分担変更および人事異動に関する件
2019年10月1日
株式会社ニコン（社長：馬立 稔和、東京都港区）は、10 月 1 日付で組織変更ならびに執行役員の業務分担変
更および人事異動を行いましたので、お知らせ致します。

組織変更
※ 本部、事業部、事業室、統括部は部の上位組織です。

知的財産本部
＜目的＞：成長分野への人員リソースを適切に配置し、知的財産機能をさらに強化する。
＜内容＞：知的財産企画部、知的財産一部、知的財産二部、知的財産三部を知的財産企画部、
ライセンス部、知的財産一部、知的財産二部に再編する。

生産本部
＜目的＞：生産技術機能を集約し、ものづくり基盤の強化を図る。
＜内容＞：映像事業部生産統括部生産技術部を生産本部へ移管する

映像事業部
＜目的＞：組織のスリム化と意思決定の迅速化を図る。
＜内容＞：マーケティング統括部、開発統括部、生産統括部のうち、マーケティング統括部と生産統括部を廃止し
新設の事業管理統括部と、開発統括部との 2 統括部制に再編する。
事業部直下に、新規事業推進部を新設、UX 企画部を移設する。
事業管理統括部に、事業企画部、販売戦略部を設置する。
開発統括部を開発推進室、設計部、ソフトウェア開発部、第一開発部、第二開発部、生産推進部の
6 部に再編する。

FPD 装置事業部
＜目的＞：開発を加速させるため、開発部門の統合的な管理、調整を行う。
＜内容＞：開発統括部を新設し、傘下に先端技術開発部を新設するとともに、既存の第一開発部、第二開発部、
第三開発部を置く。

コンポーネント事業室
＜目的＞：事業立上げフェーズから、事業拡大の実行フェーズに移行する。
＜内容＞：コンポーネント事業推進室をコンポーネント事業室に改称する。

業務分担変更
※ 下段（ ）は旧職
本部、事業部、事業室、統括部は部の上位組織です。

代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 馬立 稔和
委嘱 経営全般、研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業室担当
（委嘱 経営全般、研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業推進室担当）

執行役員 池上 博敬
委嘱 映像事業部長
（委嘱 映像事業部長 兼 開発統括部長）

執行役員 金原 寿郎
委嘱 FPD 装置事業部副事業部長 兼 企画部長 兼 製造部長
（委嘱 FPD 装置事業部副事業部長 兼 製造部長）

執行役員 村上 直之
委嘱 映像事業部開発統括部長
（委嘱 映像事業部開発統括部第一設計部長）

人事異動
※ 下段（ ）は旧職
本部、事業部、統括部は部の上位組織です。

工藤 俊和
知的財産本部長
（知的財産本部長 兼 知的財産企画部長）

田中 慶
知的財産本部知的財産企画部長
（知的財産本部知的財産一部長）

平尾 詩乃
知的財産本部ライセンス部長
（知的財産本部知的財産三部長）

小宮 大作
知的財産本部知的財産一部長
（知的財産本部知的財産二部第二課長）

大西 雅一
IT ソリューション本部エンタープライズシステム部長
（財務・経理本部財務部シェアードサービスセンター統括課長）

坂本 統
映像事業部 兼 生産本部生産技術部長
（映像事業部生産統括部長）

池田 孝弘
映像事業部新規事業推進部長
（映像事業部開発統括部第二設計部長）

大石 啓二
映像事業部 UX 企画部長
（映像事業部マーケティング統括部 UX 企画部長）

吉田 貴司
映像事業部事業管理統括部長 兼 販売戦略部長
（映像事業部事業企画部長）

野崎 恭裕
映像事業部事業管理統括部事業企画部長
（映像事業部営業戦略部長）

川村 智明
映像事業部開発統括部 兼 開発推進室長
（映像事業部開発統括部開発推進部長）

八木 成樹
映像事業部開発統括部設計部長
（映像事業部開発統括部第二設計部第二設計課長）

中村 泰典
映像事業部開発統括部生産推進部長
（映像事業部生産統括部生産技術部長）

戸口 学
FPD 装置事業部開発統括部長
（FPD 装置事業部企画部長）

加藤 正紀
FPD 装置事業部開発統括部先端技術開発部長
（TOP プロジェクト）

河江 國博
FPD 装置事業部開発統括部第一開発部長
（FPD 装置事業部第一開発部長）

宮崎 聖二
FPD 装置事業部開発統括部第二開発部長
（FPD 装置事業部第二開発部長）

中島 肇
FPD 装置事業部開発統括部第三開発部長
（FPD 装置事業部第三開発部長）

上谷 剛
産業機器事業部副事業部長 兼 営業部長
（TOP プロジェクト）

広瀬 輝彦
半導体装置事業部生産・技術統括部製造部長
（ニコンテック）

水野 次郎
ヘルスケア事業部技術統括部長
（ヘルスケア事業部技術統括部長 兼 システム開発部長）

石山 敏朗
ヘルスケア事業部技術統括部システム開発部長
（ヘルスケア事業部技術統括部）

牧 良浩
コンポーネント事業室長
（コンポーネント事業推進室長）

Hamid Zarringhalam

コンポーネント事業室副事業室長 兼 Nikon Precision Inc.
（コンポーネント事業推進室副室長 兼 Nikon Precision Inc）

土肥 正明
コンポーネント事業室事業戦略部長
（コンポーネント事業推進室事業戦略部長）

荒武 純
コンポーネント事業室営業推進部長
（コンポーネント事業推進室営業推進部長）

高嶺 豊宏
ニコンビジネスサービス 代表取締役 兼 社長執行役員
（Nikon Precision Inc. 取締役社長）

渡邊 滋
ニコンビジネスサービス
（ニコンビジネスサービス 代表取締役 兼 社長執行役員）

長南 純一
ニコンテック 代表取締役 兼 社長執行役員
（半導体装置事業部生産・技術統括部）

園田 晴久
ニコンヘルスケアジャパン 代表取締役 兼 社長執行役員
（ニコンインステック）

川辺 憲一
ニコンヘルスケアジャパン
（ニコンヘルスケアジャパン 代表取締役 兼 社長執行役員）

高畠 良之
Nikon Precision Inc. 取締役社長
（半導体装置事業部生産・技術統括部製造部長）

澤田 春洋
Nikon Precision Europe GmbH 取締役社長
（Nikon Precision Shanghai Co., Ltd. 取締役社長）

瀬戸口 博
Nikon Precision Shanghai Co., Ltd. 取締役社長
（ニコンテック 代表取締役 兼 社長執行役員）

勝賀瀬 桂太
半導体装置事業部
（Nikon Precision Europe GmbH 取締役社長）

この件に関する問い合わせ先
●報道関係の問い合わせ先
株式会社ニコン 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟
●ニコン・ホームページ
https://www.nikon.co.jp/
本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

北村・若色
03-6433-3741

