
 

 

2021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（2021年 4月 1日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

創業者 取締役 
孫 正義 
（そん・まさよし） 

取締役会長 

代表取締役会長  
宮内 謙 
（みやうち・けん） 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 

代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 
兼 渉外担当 

宮川 潤一 
（みやかわ・じゅんい

ち） 

代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO テク
ノロジーユニット統括  
兼 技術戦略統括 

代表取締役 副社長執行役員 兼 COO コン
シューマ事業統括  

榛葉 淳 
（しんば・じゅん） 

代表取締役 副社長執行役員 兼 COO コン
シューマ事業統括  
兼 コンシューマ営業統括  
兼 プロダクト＆マーケティング統括  
兼 渉外担当 

 
2．執行役員（委任型）の担当職務の変更（2021年 4月 1日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

専務執行役員 兼 CTO テクノロジーユニ
ット統括  

佃 英幸 
（つくだ・ひでゆき） 

専務執行役員 兼 CNO テクノロジーユニ
ット モバイル技術統括 
兼 TU DMO室 室長 
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専務執行役員 兼 CHRO コーポレート統
括 

青野 史寛 
（あおの・ふみひろ） 

専務執行役員 兼 CHRO 人事総務統括 

常務執行役員 コンシューマ事業副統括（量
販チャネル担当） 
兼 パートナー営業本部 本部長 

本田 欣也 
（ほんだ・きんや） 

常務執行役員 コンシューマ事業統括 コン
シューマ営業統括付（量販チャネル担当） 
兼 パートナー営業本部 本部長 

常務執行役員 コンシューマ事業副統括（シ
ョップチャネル担当） 
兼 ショップ推進統括室 室長 

高島 謙一 
（たかしま・けんいち） 

常務執行役員 コンシューマ事業統括 コン
シューマ営業統括付（ショップチャネル担

当） 
兼 営業第二本部 本部長 

常務執行役員 コンシューマ事業副統括 
（ソフトバンクモバイル事業／プロダクト

／新規事業開発担当） 
兼 プロダクト本部 本部長 
兼 新規事業開発室 室長 

菅野 圭吾 
（すがの・けいご） 

常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロ
ダクト＆マーケティング統括付（ソフトバ

ンクモバイル事業／プロダクト／新規事業

開発担当） 
兼 プロダクト本部 本部長 
兼 新規事業開発室 室長 

常務執行役員 コンシューマ事業副統括 
（LINE＆Y!mobile 事業／サービス企画担
当） 
兼 サービス企画本部 本部長 

寺尾 洋幸 
（てらお・ひろゆき） 

常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロ
ダクト＆マーケティング統括付（LINE＆
Y!mobile事業／サービス企画担当） 
兼 LINE＆Y!mobile事業推進本部 本部長 
兼 サービス企画本部 本部長 

常務執行役員 兼 CDO コンシューマ事業
副統括（BB事業／顧客基盤推進担当） 
兼 顧客基盤推進本部 本部長 

佐々木 一浩 
（ささき・かずひろ） 

常務執行役員 兼 CDO コンシューマ事業
統括 プロダクト＆マーケティング統括付
（BB事業／顧客基盤推進担当） 
兼 BB事業推進本部 本部長 
兼 顧客基盤推進本部 本部長 
兼 CDO室 室長 

常務執行役員 法人事業副統括（エンタープ
ライズ／マーケティング担当） 

藤長 国浩 
（ふじなが・くにひろ） 

常務執行役員 法人事業統括付（事業戦略、
マーケティング担当） 
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常務執行役員 兼 CNO テクノロジーユニ
ット副統括（モバイル技術担当） 
兼 モバイルネットワーク本部 本部長 

関和 智弘 
（せきわ・ともひろ） 

常務執行役員  
テクノロジーユニット モバイル技術統括 
モバイルネットワーク本部 本部長 

常務執行役員 兼 CIO テクノロジーユニッ
ト副統括（IT＆ネットワーク担当）   

牧園 啓市 
（まきぞの・けいいち） 

常務執行役員 兼 CIO テクノロジーユニッ
ト IT＆ネットワーク統括 

 
3．執行役員の担当職務の変更（2021年 4月 1日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

執行役員 法人事業統括付（広域営業担当） 
兼 鉄道・公共事業推進本部 本部長 

清水 繁宏 
（しみず・しげひろ） 

執行役員 法人事業統括付（広域営業担当） 
兼 鉄道事業推進室 室長 

執行役員 法人事業統括 グローバル事業本
部 本部長 

野崎 大地 
（のざき・だいち） 

執行役員 法人事業統括 グローバル営業本
部 本部長 

執行役員 兼 CISO テクノロジーユニット 
技術管理本部 本部長 
兼 システムサービス事業統括部 統括部長 

飯田 唯史 
（いいだ・ただし） 

執行役員 兼 CISO 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 
兼 業務管理統括部 統括部長 

 
4．本部長等の選任（2021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 営業第二本部 本部
長 

田口 貴将 
（たぐち・よしかつ） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第二本部 副本部長 
兼 第 1営業統括部 統括部長 
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コンシューマ事業統括 LINE＆Y!mobile事
業推進本部 本部長 
兼 事業基盤統括部 統括部長 

筒井 雅彦 
（つつい・まさひこ） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 LINE＆Y!mobile事業推進
本部 副本部長 
兼 Y!mobile事業推進統括部 統括部長 
兼 事業基盤統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 BB 事業推進本部 
本部長 
兼 サービス推進統括部 統括部長 

谷口 一成 
（たにぐち・かずしげ） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 BB 事業推進本部 副本部
長 
兼 サービス推進統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 本部長 

仲畠 太士 
（なかはた・ふとし） 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 副本部長 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 本部長 
兼 クラウドエンジニアリング統括部 統括
部長 

小林 俊介 
（こばやし・しゅんす

け） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 副本部長 
兼 クラウドエンジニアリング統括部 統括
部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 本部長 

松田 寛司 
（まつだ・ひろし） 

法人事業統括 SE本部 本部長 

法人事業統括 デジタルマーケティング本
部 本部長 
兼 法人プロダクト＆事業戦略本部 副本部
長 
兼 デジタルマーケティング本部 アカウン
ト統括部 統括部長 

藤平 大輔 
（ふじひら・だいすけ） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 副本部長 
兼 デジタルマーケティング事業第1統括部 
統括部長 

テクノロジーユニット ネットワーク運用
本部 本部長 

竹末 明弘 
（たけすえ・あきひろ） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 ネットワーク運用本部 副本部長 
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テクノロジーユニット ソリューション運
用本部 本部長 

武田 大輔 
（たけだ・だいすけ） 

テクノロジーユニット モバイル技術統括 
エリアネットワーク本部 関東ネットワー
ク技術統括部 統括部長 

テクノロジーユニット IT＆NW 戦略本部 
本部長 
兼 TU DMO室 室長 

金子 公彦 
（かねこ・きみひこ） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT戦略本部 本部長 

テクノロジーユニット コンシューマ IT 本
部 本部長 

松本 幸助 
（まつもと・こうすけ） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT本部 副本部長 
兼 IT計画管理統括部 統括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 本部長 
兼 IT CoE統括部 統括部長 

北澤 勝也 
（きたざわ・かつや） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT本部 本部長 
兼 IT CoE統括部 統括部長 

コーポレート統括 人事本部 本部長 
兼 組織人事統括部 統括部長 
兼 未来人材推進室 室長 

源田 泰之 
（げんだ・やすゆき） 

人事総務統括 人事本部 副本部長 
兼 採用・人材開発統括部 統括部長 
兼 戦略企画統括部 統括部長 
兼 グループ人事統括室 室長 
兼 未来人材推進室 室長 

コーポレート統括 法務・リスク管理本部 
本部長 兼 CCO 
兼 リスク管理室 室長 

佐藤 英幸 
（さとう・ひでゆき） 

人事総務統括 法務本部 本部長 兼 CCO 

 
5．副本部長・統括部長等の選任（2021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 顧客基盤推進本部 
副本部長 
兼 オウンドメディア統括部 統括部長 

牛田 裕章 
（うしだ・ひろあき） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 顧客基盤推進本部 オウン
ドメディア統括部 統括部長 
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法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 副本部長 

山田 耕作 
（やまだ・こうさく） 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 ICT営業推進統括部 統括部長 

法人事業統括 グローバル事業本部 副本部
長 
兼 事業管理統括部 統括部長 

関口 範興 
（せきぐち・のりおき） 

法人事業統括 グローバル営業本部 副本部
長 
兼 キャリア事業統括部 統括部長 

法人事業統括 デジタルトランスフォーメ
ーション本部 副本部長 

福地 健之 
（ふくち・たけし） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第一本部 副本部長 
兼 BB営業統括部 統括部長 

法人事業統括 デジタルトランスフォーメ
ーション本部 副本部長 
兼 第二ビジネスエンジニアリング統括部 
統括部長 

中野 晴義 
（なかの・はるよし） 

法人事業統括 デジタルトランスフォーメ
ーション本部 第二ビジネスエンジニアリ
ング統括部 統括部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 副本部長 
兼 ビジネスデザイン第 3統括部 統括部長 

宮本 泰照 
（みやもと・やすあき） 

法人事業統括 SE本部 副本部長 
兼 インダストリー第 1統括部 統括部長 

法人事業統括 法人プロジェクト推進本部 
副本部長 

水屋 裕樹 
（みずや・ひろき） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 法人業務統括部 統括部長 
兼 プロセスマネジメント本部 プロセス設
計統括部 統括部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 副本部長 
兼 コミュニケーション事業統括部 統括部
長 

川原 正勝 
（かわはら・まさかつ） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 コミュニケーション事業統括部 統括
部長 
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法人事業統括 法人マーケティング本部 副
本部長 
兼 プロセスマネジメント本部 副本部長 
兼 法人マーケティング本部 マーケティン
グ戦略統括部 統括部長 

原田 博行 
（はらだ・ひろゆき） 

法人事業統括 法人マーケティング本部 副
本部長 
兼 マーケティング戦略統括部 統括部長 

法人事業統括 鉄道・公共事業推進本部 副
本部長 
兼 鉄道事業推進室 室長 

月城 豪夫 
（つきしろ・たけお） 

法人事業統括 広域法人第一営業本部 副本
部長 
兼 JR営業統括部 統括部長 

テクノロジーユニット エリアネットワー
ク本部 副本部長 
兼 関東ネットワーク技術統括部 統括部長 

武藤 実 
（むとう・みのる） 

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 副本部長 
兼 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＆NW 戦略本部 
副本部長 

吉川 直樹 
（よしかわ・なおき） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT戦略本部 IT戦略統括部 統括部長 

テクノロジーユニット コンシューマ IT 本
部 副本部長 
兼 業務支援システム統括部 統括部長 

小林 伸広 
（こばやし・のぶひろ） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 本部 業務支援システム統括部 統
括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 副本部長 
兼 IT企画管理統括部 統括部長 

中澤 崇 
（なかざわ・たかし） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT戦略本部 副本部長 
兼 IT推進統括部 統括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 副本部長 

大津 朋典 
（おおつ・とものり） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 システム開発統括部 統括部長 
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事業開発統括 投資事業戦略本部 副本部長  
兼 事業推進統括部 統括部長 

大坂 宗弘 
（おおさか・むねひろ） 

事業開発統括 投資事業戦略本部 事業推進
統括部 統括部長 

CEO室 室長 
瀬川 紘平 
（せがわ・こうへい） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 CTO
室 室長 

コンシューマ事業統括 CX改革室 室長 
有馬 英介 
（ありま・えいすけ） 

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 事
業企画統括部 統括部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 デジタルソリューション開発推進室 
室長 

渡辺 祐一 
（わたなべ・ゆういち） 

法人事業統括 SE 本部 ビジネスアーキテ
クト室 室長 

テクノロジーユニット 技術管理本部 ビッ
グデータ戦略室 室長 

柴山 和久 
（しばやま・かずひさ） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 人材
戦略室 ビッグデータ戦略室 室長 

テクノロジーユニット 基盤技術研究室 室
長 

長手 厚史 
（ながて・あつし） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 基盤
技術研究室 無線技術研究開発部 部長 

事業開発統括 アライアンス事業戦略本部 
アライアンス戦略室 室長 
兼 事業企画統括部 統括部長 

番所 健児 
（ばんしょ・けんじ） 

事業開発統括 アライアンス事業戦略本部 
事業企画統括部 統括部長 
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渉外本部 電波政策統括室 室長 
上村 治 
（かみむら・おさむ） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 電波
企画室 室長 

コーポレート統括 人事本部 グループ人事
統括室 室長 

井上 允之 
（いのうえ・みつゆき） 

人事総務統括 人事本部 戦略企画統括部 
人材戦略部 部長 

コンシューマ事業統括 パートナー営業本
部 第 2営業統括部 統括部長 

青野 朋章 
（あおの・ともあき） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 東日本エリア営業本部 関東第 1 統括
部 統括部長 

コンシューマ事業統括 東日本エリア営業
本部 関東第 1統括部 統括部長 

石丸 博之 
（いしまる・ひろゆき） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 西日本エリア営業本部 東海関西統括
部 統括部長 

コンシューマ事業統括 西日本エリア営業
本部 東海関西統括部 統括部長 

久村 卓矢 
（くむら・たくや） 

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 2 営業統括部 
統括部長 

コンシューマ事業統括 営業第一本部 BB
営業統括部 統括部長 

菊地 卓哉 
（きくち・たくや） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第一本部 BB 営業統括部 東日本
営業 1部 部長 

コンシューマ事業統括 営業第一本部 パー
トナー営業統括部 統括部長 

岡川 大三 
（おかがわ・だいぞう） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第二本部 パートナー営業統括部 
統括部長 
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コンシューマ事業統括 営業第一本部 戦略
統括部 統括部長 

森山 洋之 
（もりやま・ひろゆき） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第一本部 戦略部 部長 

コンシューマ事業統括 営業第二本部 第 1
営業統括部 統括部長 

寺﨑 琢郎 
（てらさき・たくろう） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第二本部 第3営業統括部 統括部
長 

コンシューマ事業統括 営業第二本部 第 2
営業統括部 統括部長 

日下 一郎 
（くさか・いちろう） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第二本部 第1営業統括部 関西第
2営業部 部長 

コンシューマ事業統括 営業第二本部 第 3
営業統括部 統括部長 

今村 隼人 
（いまむら・はやと） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業第二本部 担当部長 

コンシューマ事業統括 営業戦略本部 営業
推進統括部 統括部長 

齊藤 直哉 
（さいとう・なおや） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業戦略本部 ショップ推進統括部 
統括部長 

コンシューマ事業統括 カスタマーケア＆
オペレーション本部 デジタルトランスフ
ォーメーション統括部 統括部長 

清水 亮 
（しみず・りょう） 

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 営業推進統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 モバイル事業推進
本部 事業企画統括部 統括部長 

金田 英志 
（かねだ・えいじ） 

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 パ
ートナービジネス統括部 統括部長 
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コンシューマ事業統括 モバイル事業推進
本部 パートナービジネス統括部 統括部長 

廣川 耕一郎 
（ひろかわ・こういち

ろう） 

コンシューマ事業統括 コンシューマ営業
統括 営業戦略本部 営業企画統括部 営業
企画 2部 部長 

コンシューマ事業統括 LINE＆Y!mobile事
業推進本部 Y!mobile 事業推進統括部 統括
部長 

宮崎 仁 
（みやざき・じん） 

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 2 営業統括部 
第 1営業部 部長 

コンシューマ事業統括 BB 事業推進本部 
事業企画統括部 統括部長 

亀谷 直樹 
（かめたに・なおき） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 BB 事業推進本部 事業企
画部 部長 

コンシューマ事業統括 エナジー事業推進
本部 エナジー事業統括部 統括部長 

関口 晃介 
（せきぐち・こうすけ） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 エナジー事業推進本部 エ
ナジー事業統括部 サービス推進部 部長 

コンシューマ事業統括 顧客基盤推進本部 
戦略統括部 統括部長 
兼 CDO室 室長 

岩田 靖彦 
（いわた・やすひこ） 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆マー
ケティング統括 顧客基盤推進本部 戦略統
括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 プロダクト本部 技
術企画統括部 統括部長 

山村 崇 
（やまむら・たかし） 

テクノロジーユニット モバイル技術統括 
デバイス＆AI 技術本部 プロダクト企画統
括部 プロダクト開発部 部長 

法人事業統括 法人第三営業本部 営業支援
統括部 統括部長 

蟹江 覚 
（かにえ・さとる） 

法人事業統括 法人プロジェクト推進本部 
副本部長 
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法人事業統括 広域法人第一営業本部 JR営
業統括部 統括部長 

伊藤 寛和 
（いとう・ひろかず） 

法人事業統括 法人第二営業本部 第一営業
統括部 第 1営業部 部長 

法人事業統括 広域法人第二営業本部 第二
営業統括部 統括部長 

峰村 誠 
（みねむら・まこと） 

法人事業統括 法人第一営業本部 第二営業
統括部 第 1営業部 部長 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 営業支援統括部 統括部長 

稲村 公俊 
（いなむら・きみとし） 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 営業支援統括部 営業推進部 部長 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 CX営業統括部 統括部長 

小針 直人 
（こばり・なおと） 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 ICT営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 CX営業推進統括部 統括部長 

平石 基紀 
（ひらいし・もとき） 

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本
部 営業支援統括部 統括部長 

法人事業統括 グローバル事業本部 グロー
バルソリューション事業統括部 統括部長 

矢吹 陽昌 
（やぶき・はるまさ） 

法人事業統括 グローバル営業本部 エンタ
ープライズ営業統括部 エンタープライズ
ソリューション営業部 部長 

法人事業統括 グローバル事業本部 キャリ
ア事業統括部 統括部長 

工藤 公正 
（くどう・きみまさ） 

法人事業統括 グローバル営業本部 エンタ
ープライズ営業統括部 統括部長 
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法人事業統括 グローバル事業本部 新規事
業統括部 統括部長 

工藤 裕哉 
（くどう・ひろや） 

法人事業統括 グローバル営業本部 新規事
業統括部 統括部長 

法人事業統括 プロセスマネジメント本部 
プロセス設計統括部 統括部長 
兼 法人プロダクト＆事業戦略本部 法人業
務統括部 統括部長 

白川 昭洋 
（しらかわ・あきひろ） 

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 クラウドエンジニアリング
本部 Service Design統括部 統括部長 

鈴木 幸一郎 
（すずき・こういちろ

う） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 IoTサービス統括部 統括部長 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 スマートインフラ事業統括部 統括部
長 

花山 裕一 
（はなやま・ゆういち） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 スマートインフラ推進統括部 統括部
長 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 IaaSエンジニアリング統括部 統括部
長 

佐々木 俊幸 
（ささき・としゆき） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 クラウドエンジニアリング統括部 
IaaSエンジニアリング部 部長 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 SaaS エンジニアリング統括部 統括
部長 

森本 茂幸 
（もりもと・しげゆき） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 クラウドエンジニアリング統括部 
SaaSエンジニアリング部 部長 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 PaaS エンジニアリング統括部 統括
部長 

鈴木 邦佳 
（すずき・くによし） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 クラウドエンジニアリング統括部 
PaaSエンジニアリング第 2部 部長 
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法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 エンジニアリング管理統括部 統括部
長 

菅野 大輔 
（かんの・だいすけ） 

法人事業統括 クラウドエンジニアリング
本部 エンジニアリング管理統括部 エンジ
ニアリング推進部 部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 ビジネスデザイン第 1 統括部 
統括部長 

安藤 和也 
（あんどう・かずや） 

法人事業統括 SE本部 インダストリー第 3
統括部 統括部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 ビジネスデザイン第 2 統括部 
統括部長 

村田 拓郎 
（むらた・たくろう） 

法人事業統括 SE本部 インダストリー第 4
統括部 SE第 4部 部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 UCデザイン統括部 統括部長 

菅谷 英行 
（すがや・ひでゆき） 

法人事業統括 SE本部 エキスパート第1統
括部 統括部長 

法人事業統括 ソリューションエンジニア
リング本部 クラウドデザイン統括部 統括
部長 

福嶋 一穂 
（ふくしま・かずほ） 

法人事業統括 SE本部 エキスパート第2統
括部 統括部長 

法人事業統括 ICT オペレーション本部 オ
ペレーションサービス第2統括部 統括部長 

鯉沼 忍 
（こいぬま・しのぶ） 

法人事業統括 ICT オペレーション本部 オ
ペレーションサービス第1統括部 データサ
ービスデスク部 部長 

法人事業統括 ICT オペレーション本部 オ
ペレーションサービス第3統括部 統括部長 

菅野 徳之 
（かんの・とくゆき） 

法人事業統括 SE本部 インダストリー第 2
統括部 統括部長 
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法人事業統括 ICT オペレーション本部 オ
ペレーションサービス第4統括部 統括部長 

茂木 裕 
（もてぎ・ゆたか） 

法人事業統括 ICT オペレーション本部 オ
ペレーションサービス第2統括部 ICTソリ
ューションサービスデスク第 1部 部長 

法人事業統括 法人プロジェクト推進本部 
データソリューション推進統括部 統括部
長 

薗 隆史 
（その・たかし） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 法人サービス施策推進統括部 コミュ
ニケーションサービス推進部 部長 

法人事業統括 法人プロジェクト推進本部 
音声ソリューション推進統括部 統括部長 

石井 基章 
（いしい・もとあき） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 デジタルソリューション開発第3統括
部 統括部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 法人戦略統括部 統括部長 

相田 伸彦 
（あいだ・のぶひこ） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 法人戦略室 室長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 事業企画統括部 統括部長 

小松 紀之 
（こまつ・のりゆき） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 事業戦略統括部 統括部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 パートナー戦略統括部 統括部長 

黒澤 唯一 
（くろさわ・ただかず） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 パートナー戦略室 推進部 部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 デジタルオートメーション事業第3統
括部 統括部長 

伊藤 寿 
（いとう・ひさし） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 公共事業推進室 室長 
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法人事業統括 デジタルマーケティング本
部 Z事業統括部 統括部長 

瀧澤 和幸 
（たきざわ・かずゆき） 

 

法人事業統括 デジタルマーケティング本
部 企画統括部 統括部長 

小川 哲也 
（おがわ・てつや） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 デジタルマーケティング事業第2統括
部 統括部長 

法人事業統括 デジタルマーケティング本
部 テクノロジー統括部 統括部長 

椿野 慎治 
（つばきの・しんじ） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略
本部 デジタルマーケティング事業第2統括
部 開発運営部 部長 

法人事業統括 鉄道・公共事業推進本部 公
共事業推進室 室長 

柏木 陸照 
（かしわぎ・みちてる） 

 

テクノロジーユニット 技術管理本部 事業
管理統括部 統括部長 

櫻庭 隆悦 
（さくらば・りゅうえ

つ） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
管理本部 業務管理統括部 技術計画部 部
長 

テクノロジーユニット 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 

浅倉 智一 
（あさくら・ともかず） 

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 技術企画部 部長 

テクノロジーユニット モバイルネットワ
ーク本部 無線開発統括部 統括部長 

寺田 一行 
（てらだ・かずゆき） 

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 無線開発統括
部 無線ネットワーク部 部長 
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テクノロジーユニット ソリューションシ
ステム開発本部 システム基盤統括部 統括
部長 

社本 志郎 
（しゃもと・しろう） 

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 無線開発統括
部 統括部長 

テクノロジーユニット ソリューションシ
ステム開発本部 無線システム統括部 統括
部長 

上原 啓二 
（うえはら・けいじ） 

テクノロジーユニット モバイル技術統括 
ソリューションシステム開発本部 無線プ
ロセス統括部 統括部長 

テクノロジーユニット ソリューションシ
ステム開発本部 業務システム統括部 統括
部長 

梶井 宏孝 
（かじい・ひろたか） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 運用本部 運用システム統括部 プ
ラットフォームシステム開発部 部長 

テクノロジーユニット ネットワーク運用
本部 コア運用統括部 統括部長 

坂元 圭太 
（さかもと・けいた） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 ネットワーク運用本部 プラットフォ
ーム運用統括部 統括部長 

テクノロジーユニット ソリューション運
用本部 運用計画統括部 統括部長 

山中 英明 
（やまなか・ひであき） 

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
管理本部 業務推進統括部 統括部長 

テクノロジーユニット ソリューション運
用本部 プラットフォーム運用統括部 統括
部長 

高橋 元一 
（たかはし・げんいち） 

テクノロジーユニット IT＆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 ネットワーク管理部 部長 
兼 TU DMO室 担当部長 

テクノロジーユニット ソリューション運
用本部 グローバル運用統括部 統括部長 

浅野 正訓 
（あさの・まさのり） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 ネットワーク運用本部 グローバル運
用統括部 統括部長 
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テクノロジーユニット コンシューマ IT 本
部 料金システム統括部 統括部長 

松野 貴 
（まつの・たかし） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 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 コンシューマ IT 本
部 モバイルシステム統括部 統括部長 

後町 勝紀 
（ごちょう・かつのり） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 本部 モバイルシステム統括部 統
括部長 

テクノロジーユニット コンシューマ IT 本
部 BBシステム統括部 統括部長 

岡口 輝雄 
（おかぐち・てるお） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT本部 BBシステム統括部 統括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 ITインフラ統括部 統括部長 

鈴木 忠之 
（すずき・ただし） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT本部 ITインフラ統括部 統括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 エンタープライズシステム統括部 統括
部長 

松岡 正喜 
（まつおか・まさき） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 本部 エンタープライズシステム統
括部 統括部長 

テクノロジーユニット コーポレート IT 本
部 法人システム統括部 統括部長 
兼 法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦
略本部 法人システム統括部 統括部長 

佐野 義光 
（さの・よしみつ） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IT 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 IP＆トランスポー
ト技術本部 アクセスネットワーク統括部 
統括部長 

松田 清孝 
（まつだ・きよたか） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 IP＆トランスポート技術本部 バック
ホール統括部 アクセスソリューション部 
部長 
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テクノロジーユニット コアネットワーク
本部 コンバージドコア統括部 統括部長 

中島 徳行 
（なかじま・のりゆき） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 コアネットワーク本部 ボイスプラッ
トフォーム開発部 部長 

テクノロジーユニット コアネットワーク
本部 モバイルコア統括部 統括部長 

加藤 恒人 
（かとう・つねと） 

テクノロジーユニット IT＆ネットワーク
統括 コアネットワーク本部 コアネットワ
ーク伝送開発部 部長 

事業開発統括 ポートフォリオマネジメン
ト本部 業務支援統括部 統括部長 

今井 秀博 
（いまい・ひでひろ） 

事業開発統括 ポートフォリオマネジメン
ト本部 事業管理部 部長 

事業開発統括 ポートフォリオマネジメン
ト本部 投資企画統括部 統括部長 

松村 マイケル英樹 
（まつむら・まいける

ひでき） 

事業開発統括 ポートフォリオマネジメン
ト本部 事業企画室 室長 

コーポレート統括 人事本部 採用・人材開
発統括部 統括部長 

足立 竜治 
（あだち・りゅうじ） 

人事総務統括 人事本部 組織人事統括部 
統括部長 
兼 テクノロジーユニット 技術戦略統括 
人材戦略室 室長 

コーポレート統括 人事本部 人事企画統括
部 統括部長 

野村 純也 
（のむら・じゅんや） 

人事総務統括 人事本部 戦略企画統括部 
人事企画部 部長 

コーポレート統括 法務・リスク管理本部 
法務統括部 統括部長 

稲谷 真由美 
（いなたに・まゆみ） 

人事総務統括 法務本部 国際法務部 部長 
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コーポレート統括 法務・リスク管理本部 
コンプライアンス・CPS統括部 統括部長 

橋口 忠昌 
（はしぐち・ただまさ） 

人事総務統括 リスク管理室 室長 

 
※  一部誤記がありましたので、訂正しました。（2021年 4月 7日） 

 
l 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。 
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