組織変更および人事異動に関する件
2021年4月1日
株式会社ニコン（社長：馬立 稔和、東京都港区）は、4 月 1 日付で組織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
※ 社長室、本部、事業部、統括部は部の上位組織です。

社長室
＜目的＞：M&A やアライアンス戦略を立案、実施し、事業ポートフォリオを強化する。
＜内容＞：社長室に投資企画部を新設する。

研究開発本部
＜目的＞：光デバイスに関する新製品のタイムリーな開発を図る。
＜内容＞：研究開発本部ＣＩＳ開発センターと材料・要素技術研究所の一部機能を再編し、光デバイス開発センタ
ーを新設する。

次世代プロジェクト本部
＜目的＞：新規事業の立ち上げを加速する。
＜内容＞：映像事業部の新規事業推進部を移管し、第四開発部に改称する。

生産本部
＜目的＞：組織を機能別に再編し、生産体制の管理強化およびシナジーを創出する。
＜内容＞：本部直下に改称・改組した生産企画部、品質・環境部を設置する。調達・物流統括部と技術統括部を
新設し、調達・物流統括部には原価企画部、調達部、ロジスティクス部を、技術統括部には加工技術
開発部、設備技術開発部、生産技術部、製造部を設置する。

映像事業部
＜目的＞：販売関連機能と生産関連機能を再編し、それぞれの機能強化を図る。
＜内容＞：事業戦略室（部相当組織）を販売企画部に、SCM 推進部を生産企画部に改称・再編する。

半導体装置事業部
＜目的＞：開発部門とものづくり関連部門をそれぞれ集約し、安定稼働の更なる向上とともに、競争力と製造力
の強化を図る。
＜内容＞：研究開発本部プロセス機器開発部を開発統括部第五開発部に移管するとともに、開発統括部に技術
開発部を新設する。生産・技術統括部を生産統括部に改称・再編し、生産管理部を新設する。

デジタルソリューションズ事業部
＜目的＞：品質保証体制を強化・構築して、成長分野の事業展開を加速させる。
＜内容＞：事業部直下の品質保証課を、品質保証部に改組する。

1

人事異動
※ 下段（ ）は旧職
社長室、本部、事業部、統括部は部の上位組織です。

居村 一彦
社長室副室長 兼 投資企画部長
（経営戦略本部戦略企画部長）

山田 由香子
サステナビリティ戦略部長
（映像事業部ＵＸ企画部ＵＸ企画三課長）

鈴木 博之
情報セキュリティ推進部長
（ＩＴソリューション本部長）

豊田 陽介
経営管理本部副本部長
（経営戦略本部コーポレートコミュニケーション部長）

田島 一郎
経営管理本部人事部長
（人事・総務本部人事部長）

来生 祐輔
経営管理本部人材開発部長
（人事・総務本部人材開発部長）

勝又 樹一郎
経営管理本部総務部長
（人事・総務本部総務部長）

鈴木 さやか
経営管理本部広報部長
（経営戦略本部コーポレートコミュニケーション部広報課長）

内海 稔和
経営管理本部工務管理部長
（人事・総務本部人事部水戸製作所長）

藤井 英樹
財務・経理本部財務企画部長
（経営戦略本部経営管理部経営企画課長）

佐伯 優
ＩＴソリューション本部デジタル技術部長
（ＩＴソリューション本部付）
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池田 孝弘
次世代プロジェクト本部第四開発部長
（映像事業部新規事業推進部長）

石山 敏朗
光学本部副本部長 兼 光学本部第三設計部長
（光学本部付 兼 光学本部第三設計部長）

山本 哲也
研究開発本部光デバイス開発センター長
（研究開発本部ＣＩＳ開発センター長）

後藤 純一
生産本部生産企画部長
（産業機器事業部事業企画部長）

服部 修
生産本部品質・環境部長
（生産本部品質管理室長）

石渡 啓悦
生産本部調達・物流統括部長
（生産本部付 兼 生産本部調達部長）

片倉 則浩
生産本部調達・物流統括部原価企画部長
（生産本部原価企画部長）

渥美 しのぶ
生産本部調達・物流統括部調達部長
（生産本部調達部第一調達課長）

齊藤 和樹
生産本部調達・物流統括部ロジスティクス部長
（生産本部ロジスティクス部長）

東福 宏明
生産本部技術統括部長
（半導体装置事業部生産・技術統括部長）

秋山 貴之
生産本部技術統括部加工技術開発部長
（生産本部加工技術開発部長）

川上 潤
生産本部技術統括部設備技術開発部長
（生産本部設備技術開発部長）
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茅野 大二郎
生産本部技術統括部生産技術部長
（生産本部生産技術部生産革新課長）

平井 彩
生産本部技術統括部製造部長
（生産本部製造部長）

鴨志田 敏和
映像事業部生産企画部長
（栃木ニコン）

鈴木 裕明
映像事業部販売企画部長
（映像事業部事業戦略室長）

白石 健一
半導体装置事業部品質保証部長
（半導体装置事業部開発統括部第二開発部第三開発課長）

新井 寿典
半導体装置事業部開発統括部第四開発部長
（半導体装置事業部開発統括部第四開発部第二開発課長）

小井手 秀之
半導体装置事業部開発統括部技術開発部長
（半導体装置事業部生産・技術統括部技術部長）

塚越 敏雄
半導体装置事業部生産統括部長
（栃木ニコンプレシジョン 代表取締役 兼 社長執行役員）

広瀬 輝彦
半導体装置事業部生産統括部生産管理部長
（半導体装置事業部生産・技術統括部製造部長）

宮島 秀行
半導体装置事業部生産統括部製造部長
（半導体装置事業部生産・技術統括部製造部生産計画課長）

山下 晴之
ヘルスケア事業部品質保証部長
（ヘルスケア事業部技術統括部生産・技術部製造管理課長）

野崎 恭裕
産業機器事業部事業企画部長
（映像事業部 SCM 推進部長）
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飯田 剛
産業機器事業部営業部長
（産業機器事業部営業部営業戦略課長）

吉田 浩章
産業機器事業部マーケティング部長
（ ― ）

山木 義裕
デジタルソリューションズ事業部品質保証部長
（半導体装置事業部品質保証部長）

小嶋 則光
栃木ニコンプレシジョン 代表取締役 兼 社長執行役員
（栃木ニコンプレシジョン）

山口 浩平
ニコンソリューションズ
（Nikon Instruments Korea Co., Ltd. 代表理事社長）

長野 敏明
ニコンビジョン
（Nikon Instruments Inc. Director & President）

森本 哲也
Nikon Europe B.V. Director & President
（Nikon Europe B.V. Director & President 兼 Nikon Holdings Europe B.V. Director & President
兼 Nikon France S.A.S. Director & President）

笹岡 隆治
Nikon Europe B.V. Director & Executive Vice President
（Nikon Instruments Europe B.V. Director & President 兼 Nikon Instruments S.p.A. Director & President）

松葉 利貞
Nikon Instruments Inc. Director & President
（Nikon Instruments Inc.）

上谷 剛
Nikon Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 董事長・総経理 兼 産業機器事業部副事業部長
兼 PT Nikon Indonesia Managing Director
（産業機器事業部副事業部長 兼 営業部長 兼 PT Nikon Indonesia Managing Director）

橋本 光治
Nikon Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 董事・総経理
（Nikon Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 董事長・総経理）

桐渕 幸次
Nikon Instruments Korea Co., Ltd. 代表理事社長
（Nikon Metrology, Inc.）
5

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 経営管理本部 広報部
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。
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北村・若色
03-6433-3741

