
新職務 職名 氏名
金融営業本部 クライアントエグゼクティブ 森田　朋愛
金融営業本部営業第４部 部長 西沢　志信
製造営業本部営業第５部 部長 桜井　勇人
サービス営業本部 クライアントエグゼクティブ 吉尾　龍太
サービス営業本部営業第３部 部長 今井　修
サービス営業本部営業第４部 部長 谷口　修
北海道支社 支社長 牧野　弘文
北海道支社ＣＳ部 部長 磯田　誠一
東北支社 支社長 辻　真史
東北支社ＣＳ部 部長 駒木　孝
東北支社北東北支店 支店長 阿部　修一
関東支社営業第１部 部長 栃木　明
関東支社営業第２部 部長 河村　卓也
関東支社営業第３部 部長 櫻井　貴
関東支社営業第４部 部長 河波　光宏
関東支社営業第５部 部長 野村　厚夫
関東支社信越支店 支店長 井上　宏
東海支社 支社長 大関　健一
東海支社営業部 部長 島ノ江　義孝
東海支社静岡支店 支店長 小林　茂
東海支社北陸支店 支店長 土谷　吉弘
関西支社 支社長 鈴木　清司
関西支社営業第１部 部長 和氣　久彦
関西支社営業第２部 部長 永田　稔雄
関西支社営業第３部 部長 若林　暁
中四国支社 支社長 逸見　都紀魅
中四国支社ＣＳ部 部長 三好　憲二
中四国支社四国支店 支店長 長友　淳一
九州支社 支社長 石橋　幸一
九州支社営業第１部 部長 長門　哲也
九州支社営業第２部 部長 菅　俊則
九州支社ＣＳ部 部長 川嶋　博
九州支社大分支店 支店長 元吉　伸一
九州支社熊本支店 支店長 志賀　圭一
九州支社沖縄支店 支店長 三浦　敬三
アカウントマーケティング部 部長 松原　大助
営業統括企画・管理部 部長 播口　仁朗
音声事業本部第１営業本部営業第１部 部長 花野　雅彦
音声事業本部第１営業本部営業第２部 部長 武冨　亮
音声事業本部第１営業本部営業第３部 部長 筒井　信
音声事業本部第１営業本部営業第４部 部長 江部　宏
音声事業本部第１営業本部営業第５部 部長 法月　一郎
音声事業本部第１営業本部ＣＳ第１部 部長 丸山　章
音声事業本部第１営業本部ＣＳ第２部 部長 鈴木　政男
音声事業本部第１営業本部ＣＳ第３部 部長 進藤　克己
音声事業本部第１営業本部ＣＳ第４部 部長 大村　交右
音声事業本部第１営業本部ＣＳ第５部 部長 前川　明海
音声事業本部第２営業本部営業第１部 部長 丸山　典男
音声事業本部第２営業本部営業第２部 部長 武山　正純
音声事業本部第２営業本部営業第３部 部長 田代　勝士
音声事業本部第２営業本部営業第４部 部長 山下　哲郎
音声事業本部第２営業本部営業第５部 部長 賀川　竜二郎
音声事業本部第２営業本部ＣＳ第１部 部長 前山　和敏
音声事業本部第２営業本部ＣＳ第２部 部長 和田　敏夫
音声事業本部第２営業本部ＣＳ第３部 部長 吉田　明生
音声事業本部第２営業本部ＣＳ第４部 部長 山形　久雄
音声事業本部第２営業本部ＣＳ第５部 部長 中山　吉和
音声事業本部第３営業本部 本部長 齊藤　浩二
音声事業本部第３営業本部金融営業部 部長 江口　徹雄
音声事業本部第３営業本部製造営業部 部長 小林　誠
音声事業本部第３営業本部流通営業部 部長 済木　幸夫
音声事業本部第３営業本部サービス営業部 部長 永田　英治
音声事業本部第３営業本部公共営業部 部長 追木　誠
音声事業本部第３営業本部金融ＣＳ部 部長 山本　斉昭
音声事業本部第３営業本部製造ＣＳ部 部長 藪　敏行
音声事業本部第３営業本部流通ＣＳ部 部長 浦山　禎暢
音声事業本部第３営業本部サービスＣＳ部 部長 大橋　浩一郎
音声事業本部第３営業本部公共ＣＳ部 部長 西山　美基男
音声事業本部東海支店 支店長 浅井　俊次



新職務 職名 氏名
音声事業本部東海支店営業第２部 部長 稲川　和徳
音声事業本部東海支店ＣＳ第１部 部長 杉田　守
音声事業本部東海支店ＣＳ第２部 部長 山上　起男
音声事業本部関西営業本部 本部長 秋山　敏明
音声事業本部関西営業本部営業第１部 部長 松井　義一
音声事業本部関西営業本部営業第２部 部長 玉置　亘
音声事業本部関西営業本部営業第３部 部長 門屋　正三
音声事業本部関西営業本部営業第４部 部長 中村　昌弘
音声事業本部関西営業本部営業第５部 部長 三浦　敏伸
音声事業本部関西営業本部ＣＳ第１部 部長 小倉　隆
音声事業本部関西営業本部ＣＳ第２部 部長 柴﨑　博光
音声事業本部関西営業本部ＣＳ第３部 部長 田中　忠彦
音声事業本部関西営業本部ＣＳ第４部 部長 植田　康昭
音声事業本部関西営業本部ＣＳ第５部 部長 平田　昌則
音声事業本部営業推進第１部 部長 清水　繁宏
音声事業本部営業推進第１部プロダクトマネジメント部 部長 厚木　勝之
音声事業本部営業推進第１部渉外部 部長 飯島　洋
音声事業本部営業推進第１部チャネル営業部 部長 山口　友康
音声事業本部営業推進第１部ＣＳ第１部 部長 高野　敏章
音声事業本部営業推進第１部ＣＳ第２部 部長 樫出　正行
音声事業本部営業推進第１部企画・管理部 部長 笹原　康弘
音声事業本部営業推進第２部 部長 山田　哲郎
音声事業本部営業推進第２部プロダクトマネジメント部 部長 酒井　暁
音声事業本部営業推進第２部音声ソリューション推進部 部長 錦織　弘
音声事業本部営業推進第２部ＯＤＮ推進部 部長 信濃　潔
音声事業本部営業推進第２部電話推進部 部長 森　美土
音声事業本部営業推進第２部企画・管理部 部長 山本　佳樹
音声事業本部エンジニアリングサービス部 部長 薗　隆史
インターネット・データ事業本部プロダクトマネジメント部 部長 水屋　裕樹
インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部 本部長 石川　龍
インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部ＥＭ第１部 部長 藤長　国浩
インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部ＥＭ第２部 部長 吉井　雅浩
インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部ＥＭ第３部 部長 吉村　彰高
インターネット・データ事業本部ビジネスパートナー部 部長 神山　明己
インターネット・データ事業本部エンジニアリングサービス部 部長 松田　圭市
インターネット・データ事業本部アクセスソリューション部 部長 高野　辰哉
ソリューション事業本部ビジネス開発部 部長 柳原　文顕
ソリューション事業本部サプリバ事業部 事業部長 原田　幸昌
ソリューション事業本部サプリバ事業部システムエンジニアリング部 部長 倉　伸一郎
ソリューション事業本部サプリバ事業部サービス企画部 部長 加賀　裕二
ソリューション事業本部デジタルサイネージ事業部 事業部長 上窪　政久
ソリューション事業本部デジタルサイネージ事業部サービス企画部 部長 弓掛　正史
ソリューション事業本部デジタルオフィス事業部 事業部長 戸田　輝信
ソリューション事業本部デジタルオフィス事業部システムエンジニアリング部 部長 河合　陽一郎
ソリューション事業本部デジタルオフィス事業部サービス企画部 部長 柴田　憲一
ソリューション事業本部映像事業部 事業部長 佐藤　拓未
ソリューション事業本部映像事業部システムエンジニアリング部 部長 亀田　隆憲
ソリューション事業本部エンゲージメントマネジメント部 部長 山崎　泰
アウトソーシング事業本部ＪＲ事業部 事業部長 秋吉　正照
アウトソーシング事業本部ＪＲ事業部ソリューション推進部 部長 渡邊　博史
アウトソーシング事業本部ＪＲ事業部営業部 部長 間　芳則
アウトソーシング事業本部ＪＲ事業部システムエンジニアリング部 部長 浦栃　健一
アウトソーシング事業本部日産事業部ソリューション推進部 部長 田中　敏夫
アウトソーシング事業本部日産事業部営業部 部長 石崎　哲男
アウトソーシング事業本部日産事業部システムエンジニアリング第１部 部長 押田　祥宏
アウトソーシング事業本部日産事業部システムエンジニアリング第２部 部長 小野寺　勝幸
アウトソーシング事業本部プロジェクト開発室 室長 向井　清長
アウトソーシング事業本部エンゲージメントマネジメント部 部長 岡本　昌之
アウトソーシング事業本部インテグレーション部 部長 小菅　良宏
アウトソーシング事業本部ＪＴオペレーションセンター 所長 早坂　稔
アウトソーシング事業本部ＪＴオペレーションセンターサービスエンジニアリング部 部長 西出　勇二
アウトソーシング事業本部ＪＴオペレーションセンターサービスオペレーション部 部長 小林　広明
アウトソーシング事業本部ＪＴオペレーションセンターデータセンターソリューション部 部長 古屋　初男
アウトソーシング事業本部サービス企画部 部長 高橋　哲朗
国際事業本部 事業本部長 今沢　正樹
国際事業本部音声事業部 事業部長 今泉　誠
国際事業本部音声事業部国際キャリアビジネス部 部長 高木　弘明
国際事業本部データ事業部 事業部長 吉岡　幹夫
国際事業本部データ事業部キャリア営業部 部長 二宮　暢昭



新職務 職名 氏名
国際事業本部データ事業部サービス企画部 部長 石井　宏司
国際事業本部ホールセール事業部 事業部長 浅野　仁彦
国際事業本部ホールセール事業部米軍営業部 部長 宮野尾　誠
国際事業本部企画・管理部 部長 菅野　圭吾
ＩＣＴエンジニアリング本部 本部長 石岡　幸則
業務統括音声業務本部 本部長 神成　昭宏
業務統括音声業務本部音声ソリューションセンター 所長 今村　博利
業務統括音声業務本部おとく申請サポートセンター 所長 秋山　喜夫
業務統括音声業務本部おとく受付センター 所長 小野寺　龍也
業務統括音声業務本部おとくコンタクトセンター 所長 喜多　裕彦
業務統括音声業務本部おとく開通サポートセンター 所長 平松　和彦
業務統括インターネット・データ業務本部 本部長 田中　邦治
業務統括インターネット・データ業務本部プロセスマネジメント部 部長 菅田　義之
業務統括インターネット・データ業務本部第１オーダーマネジメントセンター 所長 最相　智保
業務統括インターネット・データ業務本部第２オーダーマネジメントセンター 所長 岩堀　光治
業務統括インターネット・データ業務本部第３オーダーマネジメントセンター 所長 森　哲郎
業務統括インターネット・データ業務本部インターネットオーダーマネジメントセンター 所長 平田　謙司
業務統括インターネット・データ業務本部ソリューションセンター 所長 塚本　信明
業務統括カスタマーサービス部 部長 川口　猛士
業務統括料金業務部 部長 新井　廣
業務統括企画部 部長 西前　尚登
事業統括企画・管理部 部長 佐藤　慎也
音声ネットワーク本部ボイス保全企画部 部長 浅野　正訓
ネットワーク運用本部業務企画部 部長 野口　正典
ネットワーク運用本部基幹ネットワーク運用部 部長 片岡　正人
設備エンジニアリング本部建設マネジメント部 部長 高松　義晴
財務本部計画管理部 部長 小保方　剛
広報宣伝部 部長 内山　その
企画本部渉外部 部長 櫻井　浩
情報システム本部企画・管理部 部長 岡平　隆
情報システム本部開発第４部 部長 青木　誠
情報セキュリティ推進部 部長 永瀬　正敏
ＣＳＲ推進部 部長 福井　亨
監査部 部長 末永　雅彦
ＳＰＲＩＮＧＳプログラムオフィス 室長 小林　慶子


