
2017年3月31日

人事について

ソフトバンク株式会社は、人事について、次の通り決定しましたのでお知らせします。

１．取締役の担当職務の変更（2017年4月1日付）

新役職名 氏名 旧役職名
代表取締役副社長 兼 COO 法人事
業統括

今井 康之
（いまい・やすゆき）

専務取締役 プロダクト&マーケ
ティング統括

代表取締役副社長 兼 COO

コンシューマ事業統括
兼 プロダクト&マーケティング統
括

榛葉 淳
（しんば・じゅん）

専務取締役 法人事業統括

専務取締役 コンシューマ事業統括
コンシューマ営業統括

久木田 修一
（くきた・しゅういち）

専務取締役 コンシューマ営業統括

専務取締役 兼 CTO テクノロジー
ユニット統括
兼 テクノロジーユニット 技術戦略
統括

宮川 潤一
（みやかわ・じゅんいち）

専務取締役 兼 CTO 技術統括

２．執行役員（委任型）の担当職務の変更（2017年4月1日付）

新役職名 氏名 旧役職名
常務執行役員 法人事業副統括

兼 法人事業統括 ICTイノベーショ

ン本部 本部長

兼 テクノロジーユニット 技術戦略

統括 移行促進本部 本部長

佐藤 貞弘
（さとう・さだひろ）

常務執行役員 法人事業副統括

兼 法人事業統括 ICTイノベーショ

ン本部 本部長

兼 技術副統括

兼 技術統括 移行促進本部 本部長

常務執行役員  コンシューマ事業統

括 コンシューマ営業副統括（カス

タマーケア&オペレーション担当）

兼 コンシューマ事業統括 コン

シューマ営業統括 カスタマーケア

&オペレーション本部 本部長

佐久間 好明
（さくま・よしあき）

常務執行役員 コンシューマ営業副

統括（カスタマーケア&オペレー

ション担当）

兼 コンシューマ営業統括 カスタ

マーケア&オペレーション本部 本

部長

常務執行役員 兼 CS テクノロジー

ユニット 技術戦略統括 Chief

Scientist室 室長

筒井 多圭志
（つつい・たかし）

常務執行役員 兼 CS 技術統括 技術

戦略室 室長

常務執行役員 兼 CISO テクノロ

ジーユニット IT統括

鬼頭 周
（きとう・あまね）

常務執行役員 兼 CISO IT統括

常務執行役員 テクノロジーユニッ

ト モバイル技術統括

佃 英幸
（つくだ・ひでゆき）

常務執行役員 技術副統括

常務執行役員 テクノロジーユニッ

ト ネットワーク統括

牧園 啓市
（まきぞの・けいいち）

常務執行役員 技術副統括



３．執行役員の担当職務の変更（2017年4月1日付）

新役職名 氏名 旧役職名
執行役員 法人事業統括 鉄道事業・

ネットワークプロジェクト推進室
室長

石岡 幸則
（いしおか・ゆきのり）

執行役員 法人事業統括付

執行役員 コンシューマ事業統括 プ

ロダクト&マーケティング統括 コ

ミュニケーション本部 エグゼク
ティブプロデューサー

栗坂 達郎
（くりさか・たつろう）

執行役員 プロダクト&マーケティ

ング統括 コミュニケーション本部
本部長

執行役員 コンシューマ事業統括 プ

ロダクト&マーケティング統括 モ

バイル事業推進本部 本部長

兼 コンシューマ事業統括 プロダク

ト&マーケティング統括 プロダク

ト本部 本部長

菅野 圭吾
（すがの・けいご）

執行役員 プロダクト&マーケティ

ング統括 モバイル事業推進本部 本
部長

執行役員 テクノロジーユニット モ

バイル技術統括 モバイルIT推進本

部 本部長

岩崎 誠
（いわさき・まこと）

執行役員 技術統括 西日本技術本部
本部長

執行役員 テクノロジーユニット モ

バイル技術統括 西日本技術本部 本
部長

飯田 唯史
（いいだ・ただし）

執行役員 技術統括 モバイル技術本

部 本部長

執行役員 テクノロジーユニット

ネットワーク統括 コアネットワー

ク&デバイス技術本部 本部長

関和 智弘
（せきわ・ともひろ）

執行役員 技術統括 コアネットワー

ク&デバイス技術本部 本部長

執行役員 テクノロジーユニット

ネットワーク統括 ネットワーク運

用本部 本部長

池田 英俊
（いけだ・ひでとし）

執行役員 技術統括 ネットワーク運

用本部 本部長

※コンシューマ事業統括、テクノロジーユニットの新設に伴う、担当職務名の変更は省略します。

４．本部長の選任（2017年4月1日付）

新役職名 氏名 旧役職名
コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括 コミュニ

ケーション本部 本部長代行

兼 コンシューマ事業統括 プロダク

ト&マーケティング統括 コミュニ

ケーション本部 プロモーション統

括部 統括部長

宮園 香代子
（みやぞの・かよこ）

プロダクト&マーケティング統括

コミュニケーション本部 プロモー

ション統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 IoT事業推進本部 本部長

兼 テクノロジーユニット 技術戦略

統括 IoT事業推進本部 技術デザイ

ン統括部 統括部長

丹波 廣寅
（たんば・ひろのぶ）

プロダクト&マーケティング統括
サービスプラットフォーム戦略・
開発本部 本部長

兼 プロダクト&マーケティング統

括 サービスプラットフォーム戦

略・開発本部 プラットフォーム戦

略統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 技術管理本部 本部長

金子 公彦
（かねこ・きみひこ）

技術統括 技術管理本部 副本部長



テクノロジーユニット IT統括 AI戦

略本部 本部長

兼 テクノロジーユニット IT統括

AI戦略本部 ビッグデータ戦略統括

部 統括部長

柴山 和久
（しばやま・かずひさ）

技術統括 ビッグデータ戦略本部 本
部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 本部長代行

渡辺 真生
（わたなべ・まさき）

IT統括 グローバルITプラット

フォーム本部 本部長代行

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルネットワーク本部
本部長

野田 真
（のだ・まこと）

技術統括 モバイル技術本部 副本部
長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 本部長

本郷 公敏
（ほんごう・まさとし）

技術統括 東京中央技術本部 本部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク本部 本部長

兼 テクノロジーユニット ネット

ワーク統括 ネットワーク本部 ネッ

トワーク開発統括部 統括部長

小林 丈記
（こばやし・たけのり）

技術統括 ネットワーク本部 本部長

兼 技術統括 ネットワーク本部 ネッ

トワークアーキテクチャ開発室 室
長
兼 技術統括 ネットワーク本部 ネッ

トワーク開発統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 サービスプラットフォーム

開発本部 本部長代行

折原 大樹
（おりはら・だいき）

技術統括 サービスプラットフォー

ム開発本部 本部長代行

兼 技術統括 サービスプラット

フォーム開発本部 CNW統括部 統
括部長

人事総務統括 総務本部 本部長代行 三好 健司
（みよし・けんじ）

人事総務統括 人事本部 戦略企画統

括部 統括部長

兼 人事総務統括 総務本部 副本部長

※コンシューマ事業統括、テクノロジーユニットの新設に伴う、担当職務名の変更は省略します。

５．副本部長・統括部長等の選任（2017年4月1日付）

新役職名 氏名 旧役職名
法人事業統括 法人第五営業本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人第五営業本部

第一営業統括部 統括部長

松岡 優
（まつおか・ゆたか）

法人事業統括 法人第三営業本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人第三営業本部

第二営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人事業開発本部

パートナー事業推進室 室長

兼 コンシューマ事業統括 プロダク

ト&マーケティング統括 マーケ

ティング戦略本部 副本部長

兼 コンシューマ事業統括 プロダク

ト&マーケティング統括 マーケ

ティング戦略本部 パートナー事業

推進室 室長

山本 佳樹
（やまもと・よしき）

プロダクト&マーケティング統括

マーケティング戦略本部 副本部長

兼 プロダクト&マーケティング統

括 マーケティング戦略本部 パート

ナー事業推進室 室長



コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第二営業

本部 副本部長

兼 コンシューマ事業統括 コン

シューマ営業統括 コンシューマ第

二営業本部 第2営業統括部 統括部
長

近藤 貴幸
（こんどう・たかゆき）

コンシューマ営業統括 Y!mobile営

業本部 副本部長

兼 コンシューマ営業統括 Y!mobile

営業本部 パートナー第2統括部 統
括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 副本部長

松田 広史
（まつだ・ひろし）

プロダクト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 担当部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 副本部長

兼 コンシューマ事業統括 プロダク

ト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 SBS営業推進統括部 統括部長

三栖 匡貴
（みす・まさき）

プロダクト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 事業推進統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 先端技術開発室 室長

兼 テクノロジーユニット 技術戦略

統括 IoT事業推進本部 副本部長

湧川 隆次
（わきかわ・りゅうじ）

技術統括 CTO室 室長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 グローバル推進室 室長

兼 テクノロジーユニット 技術戦略

統括 IoT事業推進本部 副本部長

北原 秀文
（きたはら・ひでぶみ）

技術統括 モバイル技術本部 ネット

ワーク企画統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 AI戦

略本部 副本部長

松田 慎一
（まつだ・しんいち）

IT統括 グローバルITプラット

フォーム本部 プラットフォーム統

括部 AI&データサイエンス部 部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 副本部長

兼 テクノロジーユニット モバイル

技術統括 東日本技術本部 東京技術

統括部 統括部長

岸 秀樹
（きし・ひでき）

技術統括 東京中央技術本部 ソ

リューション技術統括部 統括部長

兼 技術統括 東京中央技術本部 東京

技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 西日本技術本部 副本部長

兼 テクノロジーユニット モバイル

技術統括 西日本技術本部 九州技術

統括部 統括部長

野中 孝浩
（のなか・たかひろ）

技術統括 西日本技術本部 九州技術

統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 コアネットワーク&デバイ

ス技術本部 副本部長

兼 テクノロジーユニット ネット

ワーク統括 コアネットワーク&デ

バイス技術本部 C&I統括部 統括部
長

大矢 晃之
（おおや・てるゆき）

技術統括 コアネットワーク&デバ

イス技術本部 C&I統括部 統括部長



テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク運用本部 副本
部長
兼 テクノロジーユニット ネット

ワーク統括 ネットワーク運用本部
サービスプラットフォーム運用統
括部 統括部長

荒川 雄司
（あらかわ・ゆうじ）

技術統括 ネットワーク運用本部
サービスプラットフォーム運用統
括部 統括部長

法人事業統括 ICTイノベーション

本部 ICTI戦略室 室長

宮澤 拓哉
（みやざわ・たくや）

法人事業統括 ICTイノベーション

本部 担当部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括 モバイル事

業推進本部 デジタル情報推進室 室
長

高橋 宏祐
（たかはし・こうすけ）

プロダクト&マーケティング統括

サービスコンテンツ本部 デジタル

企画統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT

サービス開発本部 システムサービ

ス事業統括部 統括部長

兼 テクノロジーユニット IT統括

ITサービス開発本部 新規事業推進

室 室長

平田 謙司
（ひらた・けんじ）

IT統括 ITサービス開発本部 システ

ムサービス事業統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルネットワーク本部

アクセス事業推進室 室長

戸坂 豪臣
（とさか・ひでとし）

技術統括 モバイル技術本部 アクセ

ス事業推進室 室長

法人事業統括 法人第三営業本部 第

二営業統括部 統括部長

高橋 義典
（たかはし・よしのり）

法人事業統括 法人第六営業本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人第六営業本部

第二営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第三営業本部 第

四営業統括部 統括部長

村松 浩行
（むらまつ・ひろゆき）

法人事業統括 法人第三営業本部 営

業推進部 部長

法人事業統括 法人第六営業本部 第

二営業統括部 統括部長

爲房 利行
（ためふさ・としゆき）

法人事業統括 法人第三営業本部 第

四営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第七営業本部 第

一営業統括部 統括部長

島ノ江 義孝
（しまのえ・よしたか）

法人事業統括 法人第七営業本部 第

二営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第七営業本部 第

二営業統括部 統括部長

加藤 竜児
（かとう・りゅうじ）

法人事業統括 法人第七営業本部 第

三営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第七営業本部 第

三営業統括部 統括部長

萩原 康一
（はぎわら・こういち）

法人事業統括 法人第七営業本部 第

四営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第七営業本部 イ

ンサイドセールス統括部 統括部長

山内 英一
（やまうち・えいいち）

法人事業統括 法人事業戦略本部 モ

バイル・音声事業戦略統括部 統括
部長

法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第1統括部 統括部長

若林 卓也
（わかばやし・たくや）

法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第2統括部 統括部長

法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第2統括部 統括部長

平石 基紀
（ひらいし・もとき）

法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第3統括部 統括部長



法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第3統括部 統括部長

泉平 正道
（いずひら・まさみち）

法人事業統括 法人第八営業本部

パートナー営業第1統括部 統括部長

法人事業統括 法人事業戦略本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人事業戦略本部

戦略事業統括部 統括部長

吉田 剛
（よしだ・ごう）

法人事業統括 法人事業戦略本部 副
本部長

法人事業統括 法人事業戦略本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人事業戦略本部

マーケティング統括部 統括部長

上野 邦彦
（うえの・くにひこ）

法人事業統括 法人事業戦略本部 副
本部長
兼 法人事業統括 法人事業戦略本部

法人事業戦略統括部 統括部長

法人事業統括 法人事業戦略本部 事

業企画統括部 統括部長

佐藤 慎也
（さとう・しんや）

法人事業統括 法人事業戦略本部 法

人事業管理統括部 統括部長

法人事業統括 法人事業戦略本部 コ

ア事業統括部 統括部長

中塚 博康
（なかつか・ひろやす）

法人事業統括 法人事業戦略本部

データ・クラウド事業戦略統括部
統括部長

法人事業統括 法人事業開発本部

サービス開発統括部 統括部長

横井 直樹
（よこい・なおき）

法人事業統括 ICTイノベーション

本部 ICTI戦略室 室長

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 OE統括部 統括部長

米家 泰人
（こめいえ・やすひと）

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 OE第1統括部 移動体オペ

レーション部 部長

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 サービス改革統括部 統括部
長

石黒 洋
（いしぐろ・ひろし）

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 OE第2統括部 統括部長

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 業務統括部 統括部長

八木 英博
（やぎ・ひでひろ）

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 OE第2統括部 移動体サービ

スマネジメント部 部長

法人事業統括 鉄道事業・ネット

ワークプロジェクト推進室 鉄道事

業推進統括部 統括部長

榎本 洋一
（えのもと・よういち）

法人事業統括 法人事業戦略本部 鉄

道事業室 室長

法人事業統括 鉄道事業・ネット

ワークプロジェクト推進室 ネット

ワークプロジェクト推進統括部 統
括部長

藤本 国次
（ふじもと・くにつぐ）

法人事業統括 ネットワークプロ

ジェクト室 室長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ戦略本部

Y!mobile企画統括部 統括部長

大石 祥行
（おおいし・よしゆき）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ戦略本部 Y!mobile企画統括部 統
括部長代行

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 パートナー営業本部 第

1統括部 統括部長

笠川 剛史
（かさがわ・たけし）

コンシューマ営業統括 パートナー

営業本部 第1統括部 統括部長代行

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第三営業

本部 東海第一統括部 統括部長

川越 浩美
（かわごえ・ひろみ）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ第二営業本部 第2営業統括部 統
括部長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第三営業

本部 東海第二統括部 統括部長

井上 孝昭
（いのうえ・たかあき）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ第三営業本部 東海北陸統括部 統
括部長



コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第三営業

本部 関西統括部 統括部長

酒井 喜史
（さかい・よしのぶ）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ戦略本部 ショップ推進統括部 統
括部長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第四営業

本部 九州営業統括部 統括部長

田口 貴将
（たぐち・よしかつ）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ第四営業本部 第二営業統括部 統
括部長代行

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ第四営業

本部 中四国営業統括部 統括部長

伊東 令隆
（いとう・よしたか）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ第三営業本部 関西統括部 統括部
長代行

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 Y!mobile営業本部 パー

トナー営業統括部 統括部長

久村 卓矢
（くむら・たくや）

コンシューマ営業統括 Y!mobile営

業本部 西日本統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 Y!mobile営業本部 エリ

ア営業統括部 統括部長

中地 勇人
（なかち・はやと）

コンシューマ営業統括 Y!mobile営

業本部 東日本統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 カスタマーケア&オペ

レーション本部 副本部長

兼 コンシューマ事業統括 コン

シューマ営業統括 カスタマーケア

&オペレーション本部 地域業務統

括部 統括部長

石丸 博之
（いしまる・ひろゆき）

コンシューマ営業統括 カスタマー

ケア&オペレーション本部 副本部
長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括 モバイル事

業推進本部 サービス統括部 統括部
長

田中 伸忠
（たなか・のぶただ）

プロダクト&マーケティング統括

サービスコンテンツ本部 サービス

統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括 サービスコ

ンテンツ本部 コンテンツ事業統括

部 統括部長

藤井 博文
（ふじい・ひろふみ）

プロダクト&マーケティング統括

サービスコンテンツ本部 コアサー

ビス統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 SBS事業推進統括部 統括部長

吉田 繁雄
（よしだ・しげお）

プロダクト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 事業推進統括部 NW対策室 担当
部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 SBS営業統括部 統括部長

佐藤 博昭
（さとう・ひろあき）

プロダクト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 モバイルチャネル営業統括部 統
括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト

&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 SBSマーケティング企画統括部
統括部長

盛山 知之
（もりやま・ともゆき）

プロダクト&マーケティング統括

SoftBankSELECTION事業推進本

部 マーケティング企画統括部 統括
部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 IoT事業推進本部 事業企画統括

部 統括部長

桑原 正光
（くわはら・まさみつ）

プロダクト&マーケティング統括
サービスプラットフォーム戦略・
開発本部 プラットフォーム技術統

括部 統括部長



テクノロジーユニット 技術戦略統

括 技術管理本部 NW管理統括部 統
括部長

松本 幸助
（まつもと・こうすけ）

技術統括 技術管理本部 NW計画部
部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 技術管理本部 IT管理統括部 統括
部長

鉄村 享
（てつむら・すすむ）

IT統括 管理統括部 統括部長

兼 IT統括 業務改革統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 移行促進本部 RFID移行統括部
統括部長

大森 正順
（おおもり・まさのぶ）

法人事業統括 ICTイノベーション

本部 ICTイノベーション推進室 室
長
兼 技術統括 移行促進本部 RFID移

行統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 法人システム統括部 統括部長

大津 朋典
（おおつ・とものり）

IT統括 法人・技術システム本部 法

人システム統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 料金システム統括部 統括部長

渡辺 恭史
（わたなべ・やすし）

IT統括 コンシューマシステム本部

料金システム統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 システム基盤統括部 統括部長

加藤 靖之
（かとう・やすゆき）

IT統括 システム基盤本部 システム

基盤統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 プラットフォーム統括部 統括部
長

青山 雄一
（あおやま・ゆういち）

IT統括 グローバルITプラット

フォーム本部 プラットフォーム統

括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本

部 GIPパッケージ統括部 統括部長

佐野 義光
（さの・よしみつ）

IT統括 コンシューマシステム本部

コンシューマ基幹統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルネットワーク本部

無線企画統括部 統括部長

酒井 尚之
（さかい・なおゆき）

技術統括 モバイル技術本部 無線企

画統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルネットワーク本部

無線設備統括部 統括部長

武藤 実
（むとう・みのる）

技術統括 モバイル技術本部 無線設

備統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルIT推進本部 無線プ

ロセス統括部 統括部長

荒木 豊
（あらき・ゆたか）

技術統括 西日本技術本部 中四国技

術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルIT推進本部 業務シ

ステム統括部 統括部長

竹末 明弘
（たけすえ・あきひろ）

技術統括 東日本技術本部 東海技術

統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 首都圏技術

統括部 統括部長

杉浦 要次朗
（すぎうら・ようじろう）

技術統括 東京中央技術本部 首都圏

技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 東京技術保

全統括部 統括部長

下村 貴司
（しもむら・たかし）

技術統括 東京中央技術本部 東京技

術保全統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 北海道技術

統括部 統括部長

榊 博之
（さかき・ひろゆき）

技術統括 東日本技術本部 北海道技

術統括部 統括部長代行



テクノロジーユニット モバイル技

術統括 東日本技術本部 東北技術統

括部 統括部長

磯﨑 琢
（いそざき・たく）

技術統括 東日本技術本部 東北技術

統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 西日本技術本部 東海技術統

括部 統括部長

武田 大輔
（たけだ・だいすけ）

技術統括 西日本技術本部 関西保全

運用統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 西日本技術本部 関西技術統

括部 統括部長

小笠原 篤司
（おがさはら・あつし）

技術統括 西日本技術本部 関西技術

統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 西日本技術本部 中四国技術

統括部 統括部長

浅野 正訓
（あさの・まさのり）

技術統括 ネットワーク運用本部 運

用企画統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 コアネットワーク&デバイ

ス技術本部 NFV開発統括部 統括部
長

船曵 洋一
（ふなびき・よういち）

技術統括 コアネットワーク&デバ

イス技術本部 NFV開発統括部 統括
部長代行

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 コアネットワーク&デバイ

ス技術本部 A&V統括部 統括部長

播口 仁朗
（はりぐち・じろう）

技術統括 コアネットワーク&デバ

イス技術本部 A&V統括部 統括部長

兼 プロダクト&マーケティング統

括 プロダクト本部 A&V統括部 統
括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク本部 ネット

ワーク企画統括部 統括部長

榎硲 洋充
（えのさこ・ひろみつ）

技術統括 ネットワーク本部 ネット

ワーク企画統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク本部 ブロード

バンドプロダクト統括部 統括部長

早田 叔弘
（はやた・よしひろ）

技術統括 ネットワーク本部 ブロー

ドバンドプロダクト統括部 統括部
長代行

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク本部 ネット

ワーク建設統括部 統括部長

中村 謙二
（なかむら・けんじ）

技術統括 ネットワーク本部 ネット

ワーク建設統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク運用本部 運用

企画統括部 統括部長

山本 直起
（やまもと・なおき）

技術統括 モバイル技術本部 伝送企

画統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統

括 移行促進本部 移行企画統括部 統
括部長

左近 芳人
（さこん・よしひと）

技術統括 移行促進本部 移行企画統

括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 サービスプラットフォーム

開発本部 コアサービス開発統括部
統括部長

多田 健一
（ただ・けんいち）

技術統括 サービスプラットフォー

ム開発本部 モバイルコアサービス

開発統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 サービスプラットフォーム

開発本部 A&C開発統括部 統括部長

山田 尚久
（やまだ・なおひさ）

技術統括 サービスプラットフォー

ム開発本部 基盤システム統括部 統
括部長代行



人事総務統括 人事本部 本部長

兼 人事総務統括 人事本部 組織人事

統括部 統括部長

兼 人事総務統括 人事本部 戦略企画

統括部 統括部長

長崎 健一
（ながさき・けんいち）

人事総務統括 人事本部 本部長

兼 人事総務統括 人事本部 組織人事

統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 コンシュー

マ営業統括 コンシューマ戦略本部

ショップ推進統括部 統括部長代行

齊藤 直哉
（さいとう・なおや）

コンシューマ営業統括 コンシュー

マ第二営業本部 第1営業統括部 第1

営業部 部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 モバイルネットワーク本部

ネットワーク企画統括部 統括部長
代行

柴田 克彦
（しばた・かつひこ）

技術統括 モバイル技術本部 ネット

ワーク企画統括部 技術企画部 部長

テクノロジーユニット モバイル技

術統括 西日本技術本部 関西技術保

全統括部 統括部長代行

黒見 寛人
（くろみ・ひろと）

技術統括 ネットワーク運用本部 ア

クセスネットワーク運用統括部 東

日本アクセス運用部 部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 コアネットワーク&デバイ

ス技術本部 デバイス技術統括部 統
括部長代行

中川 義宣
（なかがわ・よしのぶ）

技術統括 コアネットワーク&デバ

イス技術本部 デバイス技術統括部

ベアラ技術部 部長

兼 プロダクト&マーケティング統

括 プロダクト本部 デバイス技術統

括部 ベアラ技術部 部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク運用本部 バッ

クボーンネットワーク運用統括部
統括部長代行

山本 弘幸
（やまもと・ひろゆき）

技術統括 東日本技術本部 東海技術

統括部 北陸技術部 部長

テクノロジーユニット ネットワー

ク統括 ネットワーク運用本部 アク

セスネットワーク運用統括部 統括
部長代行

松岡 諭吾
（まつおか・ゆうご）

技術統括 ネットワーク運用本部 運

用企画統括部 運用企画部 部長

法人事業統括 法人第八営業本部

ICT営業統括部 統括部長代行

山田 耕作
（やまだ・こうさく）

法人事業統括 法人第八営業本部

ICT営業統括部 第1営業部 部長

※コンシューマ事業統括、テクノロジーユニットの新設に伴う、担当職務名の変更は省略します。

SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

・その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。




