
2022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．執行役員（委任型）の担当職務の変更（2022年 4月 1日付）

新役職名 氏名 旧役職名 

専務執行役員 法人事業副統括（ビジ

ネスアライアンス／デジタルマーケ

ティング担当）

久木田 修一 

（くきた・しゅういち） 

専務執行役員 インターネット事業

担当 

常務執行役員 コンシューマ事業副統

括（量販チャネル／BB事業担当） 

本田 欣也 

（ほんだ・きんや） 

常務執行役員 コンシューマ事業副

統括 （量販チャネル／BB事業担当）  

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） 

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 

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） 

菅野 圭吾 

（すがの・けいご） 

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 

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／コミュニケーション／マーケ

ティング担当) 

寺尾 洋幸 

（てらお・ひろゆき） 

常務執行役員 コンシューマ事業副

統括（LINE＆Y!mobile 事業／サー

ビス企画／コミュニケーション／マ

ーケティング担当） 

兼 マーケティング本部 本部長 

常務執行役員 法人事業副統括（プロ

セスマネジメント／カスタマーサク

セス／公共事業担当）

三宅 富男 

（みやけ・とみお） 

常務執行役員 法人事業副統括（ビジ

ネスパートナー／プロセスマネジメ

ント担当） 

常務執行役員 法人事業副統括（法人

第一・第二営業／法人プロダクト＆事

業戦略・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 法人事業副統括（エン

タープライズ／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） 

関和 智弘 

（せきわ・ともひろ） 

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 

 

2．執行役員の担当職務の変更（2022年 4月 1日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

執行役員 コンシューマ事業統括付

（営業戦略／カスタマーケア＆オペ

レーション担当） 

高洲 史弥 

（たかす・ふみや） 

執行役員 コンシューマ事業統括 営

業戦略本部 本部長 

兼 カスタマーケア＆オペレーショ

ン本部 本部長 

執行役員 法人事業統括付（ソリュー

ション・クラウドエンジニアリング／

ICTオペレーション担当） 

野田 真 

（のだ・まこと） 

執行役員 法人事業統括付（ソリュー

ションエンジニアリング担当） 

執行役員 法人事業統括付（法人第三・

広域第一・広域第二営業担当） 

桜井 勇人 

（さくらい・はやと） 

執行役員 法人事業統括 法人第三営

業本部 本部長 

執行役員 法人事業統括付（鉄道事業

担当） 

永田 稔雄 

（ながた・としお） 

執行役員 法人事業統括 法人プロジ

ェクト推進本部 本部長 

執行役員 法人事業統括付 
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・公共事業推進本部 本部長 

執行役員 法人事業統括 グローバル

事業本部 本部長 

兼 Beyond Japan推進室 室長 

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

事業本部 本部長 

執行役員 兼 CISO テクノロジーユ

ニット サイバーセキュリティ本部 

本部長 

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 



3 

執行役員 事業開発統括付 ジョニー・ユー 
執行役員 事業開発統括 投資事業戦

略本部 本部長 

 

3．本部長等の選任（2022年 4月 1日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

先端技術研究所 所長 
湧川 隆次 

（わきかわ・りゅうじ） 

テクノロジーユニット 先端技術開

発本部 本部長 

コンシューマ事業統括 パートナー営

業本部 本部長 

田中 昇一 

（たなか・しょういち） 

コンシューマ事業統括 パートナー

営業本部 副本部長 

兼 第 1営業統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 量販戦略本部 

本部長 

高仲 紘彰 

（たかなか・ひろあき） 

コンシューマ事業統括 パートナー

営業本部 副本部長 

兼 戦略統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 営業戦略本部 

本部長 

井上 孝昭 

（いのうえ・たかあき） 

コンシューマ事業統括 営業戦略本

部 副本部長 

兼 営業企画統括部 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 本部長 

川越 浩美 

（かわごえ・ひろみ） 

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 副本部

長 

兼 センター統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 エナジー事業

推進本部 本部長 

兼 グリーンインフラ推進室 室長 

中野 明彦 

（なかの・あきひこ） 

コンシューマ事業統括 エナジー事

業推進本部 本部長 

コンシューマ事業統括 プロダクト本

部 本部長 

足立 泰明 

（あだち・よしあき） 

コンシューマ事業統括 プロダクト

本部 副本部長 

兼 企画統括部 統括部長 
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コンシューマ事業統括 マーケティン

グ本部 本部長 

兼 戦略統括部 統括部長 

有馬 英介 

（ありま・えいすけ） 

コンシューマ事業統括 マーケティ

ング本部 戦略統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 新規事業開発

本部 本部長 

和久山 大輔 

（わくやま・だいすけ） 

コンシューマ事業統括 新規事業開

発室 新規事業開発部 部長 

法人事業統括 法人第三営業本部 本

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 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 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

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 本部長 

法人事業統括 カスタマーサクセス本

部 本部長 

兼 法人プロダクト＆事業戦略本部 

副本部長 

上永吉 聡志 

（かみながよし・さと

し） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事

業戦略本部 副本部長 

兼 デジタルオートメーション事業

第 1統括部 統括部長 

法人事業統括 公共事業推進本部 本

部長 

柏木 陸照 

（かしわぎ・みちてる） 

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 

法人事業統括 鉄道事業推進本部 本

部長 

月城 豪夫 

（つきしろ・たけお） 

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 

テクノロジーユニット 技術企画管理

本部 本部長 

金子 公彦 

（かねこ・きみひこ） 

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 

テクノロジーユニット サービス企画

技術本部 本部長 

小林 丈記 

（こばやし・たけのり） 

テクノロジーユニット デバイス＆

AI技術本部 本部長 
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テクノロジーユニット デバイス技術

本部 本部長 

早田 叔弘 

（はやた・よしひろ） 

テクノロジーユニット デバイス＆

AI 技術本部 プロダクト企画統括部 

統括部長 

テクノロジーユニット モバイルネッ

トワーク本部 本部長 

兼 周波数企画室 室長 

柴田 克彦 

（しばた・かつひこ） 

テクノロジーユニット モバイルネ

ットワーク本部 副本部長 

兼 無線構築統括部 統括部長 

兼 周波数企画室 室長 

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 本部長 

中辻 康幸 

（なかつじ・やすゆき） 

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 副本部長 

テクノロジーユニット IP＆トランス

ポート技術本部 本部長 

兼 バックホール統括部 統括部長 

大矢 晃之 

（おおや・てるゆき） 

テクノロジーユニット IP＆トラン

スポート技術本部 本部長 

事業開発統括 投資事業戦略本部 本

部長 

アンドリュー・シュワ

ベッカー 
事業開発統括 担当部長 

 

4．副本部長・統括部長等の選任（2022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 

中澤 崇 

（なかざわ・たかし） 

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 

法人事業統括 法人第一営業本部 副

本部長 

兼 第二営業統括部 統括部長 

佐藤 光将 

（さとう・みつまさ） 

法人事業統括 法人第一営業本部 第

二営業統括部 統括部長 

法人事業統括 広域法人第一営業本部 

副本部長 

兼 東海営業統括部 統括部長 

田上 学 

（たのうえ・まなぶ） 

法人事業統括 広域法人第一営業本

部 東海営業統括部 統括部長 
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法人事業統括 広域法人第二営業本部 

副本部長 

兼 第三営業統括部 統括部長 

田中 康雄 

（たなか・やすお） 

法人事業統括 広域法人第二営業本

部 副本部長 

兼 第一営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 副本部長 

兼 第 4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 法人第三営業本部 副

本部長 

兼 第一営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 副本部長 

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 CX 営業推進統括部 統括

部長 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 副本部長 

浅沼 真也 

（あさぬま・しんや） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事

業戦略本部 モバイルサービス推進

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 副本部長 

水屋 裕樹 

（みずや・ひろき） 

法人事業統括 法人プロジェクト推

進本部 副本部長 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 副本部長 

竹川 吉和 

（たけがわ・よしかず） 

法人事業統括 法人プロジェクト推

進本部 副本部長 

法人事業統括 カスタマーサクセス本

部 副本部長 

兼 サービス事業統括部 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 サービス事業統括部 統括部

長 

法人事業統括 公共事業推進本部 副

本部長 

兼 公共事業推進統括部 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 デジタルオートメーシ

ョン事業第 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 副本部長 

兼 デジタルオートメーション事業第

1統括部 統括部長 

梅村 淳史 

（うめむら・あつし） 

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 2統括部 統括部長 
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テクノロジーユニット 技術企画管理

本部 副本部長 

武藤 実 

（むとう・みのる） 

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 

テクノロジーユニット 技術企画管理

本部 副本部長 

兼 技術管理統括部 統括部長 

兼 IT＆NW戦略室 室長 

吉川 直樹 

（よしかわ・なおき） 

テクノロジーユニット IT＆NW 戦

略本部 副本部長 

テクノロジーユニット サービス企画

技術本部 副本部長 

兼 事業推進統括部 統括部長 

實松 裕樹 

（じつまつ・ゆうき） 

テクノロジーユニット サービス企

画技術本部 副本部長 

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 エリア戦略統括部 統括部長 

野中 孝浩 

（のなか・たかひろ） 

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 

テクノロジーユニット コンシューマ

IT本部 副本部長 

兼 コンシューマ IT 企画推進統括部 

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 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 

テクノロジーユニット コアネットワ

ーク本部 副本部長 

兼 クラウド基盤R＆D統括部 統括部

長 

アシック・カーン 

テクノロジーユニット コアネット

ワーク本部 クラウド基盤 R＆D 室 

室長 

事業開発統括 投資事業戦略本部 副

本部長 

兼 投資企画室 室長 

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 投資企画統括部 統括

部長 

事業開発統括 アライアンス事業戦略

本部 副本部長 

兼 アライアンス戦略室 室長 

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 アライアンス戦略室 室長 

兼 事業企画統括部 統括部長 

事業開発統括 ポートフォリオマネジ

メント本部 副本部長 

兼 ライフサイエンス事業統括部 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 副

本部長 

兼 ライフサイエンス事業統括部 統

括部長 

兼 事業推進統括部 統括部長 
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財務統括 経営企画本部 副本部長 

兼 事業計画統括部 統括部長 

佐々木 雄大 

（ささき・ゆうだい） 

財務統括 経営企画本部 事業計画統

括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 パートナー営

業本部 第 1営業統括部 統括部長 

高野 快生 

（たかの・よしき） 

コンシューマ事業統括 パートナー

営業本部 第 1営業統括部 第 1営業

部 部長 

コンシューマ事業統括 量販戦略本部 

戦略統括部 統括部長 

黒田 浩章 

（くろだ・ひろあき） 

コンシューマ事業統括 西日本エリ

ア営業本部 中四国九州統括部 九州

第 2営業部 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 

堀田 智 

（ほりた・さとる） 

コンシューマ事業統括 西日本エリ

ア営業本部 中四国九州統括部 統括

部長 

コンシューマ事業統括 西日本エリア

営業本部 中四国九州統括部 統括部

長 

秋月 宏樹 

（あきづき・ひろき） 

コンシューマ事業統括 西日本エリ

ア営業本部 中四国九州統括部 九州

第 1営業部 部長 

コンシューマ事業統括 営業第一本部 

第 1営業統括部 統括部長 

廣田 健太郎 

（ひろた・けんたろう） 

コンシューマ事業統括 営業第一本

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 

第 2営業統括部 統括部長 

伊藤 大悟 

（いとう・だいご） 

コンシューマ事業統括 営業第一本

部 第 3営業統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 営業第一本部 

第 3営業統括部 統括部長 

深見 晃義 

（ふかみ・てるよし） 

コンシューマ事業統括 東日本エリ

ア営業本部 関東第 2統括部 第 2営

業部 部長 

コンシューマ事業統括 営業第二本部 

営業推進統括部 統括部長 

高瀬 吉康 

（たかせ・よしやす） 

コンシューマ事業統括 営業第二本

部 推進部 部長 
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コンシューマ事業統括 ショップ推進

統括部 統括部長 

佐野 宏一 

（さの・こういち） 

コンシューマ事業統括 営業第一本

部 第 1営業統括部 統括部長 

コンシューマ事業統括 営業戦略本部 

営業企画統括部 統括部長 

千原 亮一 

（ちはら・りょういち） 

コンシューマ事業統括 営業戦略本

部 営業企画統括部 営業企画 1 部 

部長 

コンシューマ事業統括 営業戦略本部 

データ分析統括部 統括部長 

永野 裕継 

（ながの・ひろつぐ） 

コンシューマ事業統括 営業戦略本

部 営業企画統括部 数値分析部 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 センター統

括部 統括部長 

石垣 良 

（いしがき・りょう） 

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 CS企画

統括部 モバイル業務推進部 部長 

コンシューマ事業統括 モバイル事業

推進本部 SoftBankSELECTION 事

業推進室 室長 

鈴木 淳 

（すずき・じゅん） 

コンシューマ事業統括 モバイル事

業推進本部 SoftBankSELECTION

事業推進室 担当部長 

コンシューマ事業統括  LINE＆

Y!mobile事業推進本部 事業基盤統括

部 統括部長 

石山 大輔 

（いしやま・だいすけ） 

コンシューマ事業統括  LINE＆

Y!mobile 事業推進本部 事業基盤統

括部 サービス企画部 部長 

コンシューマ事業統括 BB 事業推進

本部 BB マーケティング推進統括部 

統括部長 

西谷 直人 

（にしたに・なおと） 

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 関西第

1営業部 部長 

コンシューマ事業統括 BB 事業推進

本部 サービス推進統括部 統括部長 

神田 喜一郎 

（かんだ・きいちろう） 

コンシューマ事業統括 BB事業推進

本部 BBマーケティング推進統括部 

統括部長 

コンシューマ事業統括 プロダクト本

部 プロダクト企画統括部 統括部長 

山村 崇 

（やまむら・たかし） 

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 
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コンシューマ事業統括 プロダクト本

部 UX企画統括部 統括部長 

水澤 一葉 

（みずさわ・かずは） 

コンシューマ事業統括 プロダクト

本部 企画統括部 UX企画部 部長 

コンシューマ事業統括 サービス企画

本部 サービス企画統括部 統括部長 

一村 諭 

（いちむら・さとし） 

コンシューマ事業統括 モバイル事

業推進本部 サービスオペレーショ

ン統括部 サービスオペレーション

部 部長 

コンシューマ事業統括 プロダクト＆

マーケティング戦略本部 データマー

ケティング統括部 統括部長 

柿田 耕嗣 

（かきた・こうじ） 

コンシューマ事業統括 プロダクト

＆マーケティング戦略本部 マーケ

ティングサイエンス部 部長 

コンシューマ事業統括 顧客基盤推進

本部 プロダクト企画統括部 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 顧客基盤推

進本部 戦略統括部 統括部長 

兼 CDO室 室長 

コンシューマ事業統括 顧客基盤推進

本部 Web ソリューション統括部 統

括部長 

武智 政光 

（たけち・まさみつ） 

コンシューマ事業統括 顧客基盤推

進本部 UX推進統括部 統括部長 

法人事業統括 法人第二営業本部 第

三営業統括部 統括部長 

林 久人 

（はやし・ひさと） 

法人事業統括 法人第一営業本部 第

三営業統括部 第 1営業部 部長 

法人事業統括 法人第三営業本部 第

一営業統括部 統括部長 

山﨑 真人 

（やまざき・まさと） 

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 法人第三営業本部 第

二営業統括部 統括部長 

上島 奬司 

（うえしま・しょうじ） 

法人事業統括 法人第三営業本部 第

三営業統括部 統括部長 

法人事業統括 法人第三営業本部 第

三営業統括部 統括部長 

赤瀬 宗孝 

（あかせ・むねたか） 

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 
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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 

兼 営業推進統括部 統括部長 

蟹江 覚 

（かにえ・さとる） 

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 

法人事業統括 広域法人第二営業本部 

第一営業統括部 統括部長 

浅井 照仁 

（あさい・てるひと） 

法人事業統括 法人第一営業本部 第

三営業統括部 第 2営業部 部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 第 1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 第 1営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 第 2営業統括部 統括部長 

伊藤 貴之 

（いとう・たかゆき） 

法人事業統括 ビジネスパートナー

営業本部 担当部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 第 3営業統括部 統括部長 

森 誠一郎 

（もり・せいいちろう） 

法人事業統括 ビジネスパートナー

営業本部 第 3営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 第 5営業統括部 統括部長 

磯 浩隆 

（いそ・ひろたか） 

法人事業統括 広域法人第二営業本

部 第三営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 カスタマーリレーション統括部 

統括部長 

爲房 利行 

（ためふさ・としゆき） 

法人事業統括 ビジネスパートナー

営業本部 第 4営業統括部 統括部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 インサイドセールス統括部 統

括部長 

杉本 薫重 

（すぎもと・のぶしげ） 

法人事業統括 法人マーケティング

本部 マーケティング戦略統括部 イ

ンサイドセールス 2部 部長 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

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 統括部長 
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法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 ICT営業統括部 統括部長 

岸本 大樹 

（きしもと・ひろき） 

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 

法人事業統括 ビジネスアライアンス

本部 ICT営業推進統括部 統括部長 

城川 祐介 

（しろかわ・ゆうすけ） 

法人事業統括 ビジネスパートナー

営業本部 第 3営業統括部 東日本営

業部 部長 

法人事業統括 グローバル事業本部 

事業管理統括部 統括部長 

中野 潤 

（なかの・じゅん） 

法人事業統括 グローバル事業本部 

事業管理統括部 事業管理部 部長 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 プロジェクト推進第一統括部 

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 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 プロジェクト推進第二統括部 

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 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 PAM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 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 

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 

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 業務統括部 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 

深澤 宏美 

（ふかさわ・ひろみ） 

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 業務設

計 1部 部長 

法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 業務推進統括部 統括部長 

中山 佳一 

（なかやま・よしかず） 

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 業務戦略統括部 統括部長 
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法人事業統括 プロセスマネジメント

本部 CoE推進統括部 統括部長 

小山内 尚樹 

（おさない・なおき） 

法人事業統括 プロセスマネジメン

ト本部 CoE推進室 室長 

法人事業統括 カスタマーサクセス本

部 エンタープライズ第一統括部 統

括部長 

近藤 淳 

（こんどう・あつし） 

法人事業統括 法人第一営業本部 営

業推進部 部長 

法人事業統括 カスタマーサクセス本

部 エンタープライズ第二統括部 統

括部長 

濱口 寛 

（はまぐち・ひろし） 

法人事業統括 法人第二営業本部 第

三営業統括部 統括部長 

法人事業統括 カスタマーサクセス本

部 エンタープライズ第三統括部 統

括部長 

西村 利枝 

（にしむら・りえ） 

法人事業統括 法人マーケティング

本部 マーケティング戦略統括部 担

当部長 

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 

重政 信和 

（しげまさ・のぶかず） 

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 1 統括部 ソリューション

開発第 1部 部長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業

戦略本部 事業企画・管理統括部 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 モバイルサービス推進統括

部 統括部長 

加藤 竜児 

（かとう・りゅうじ） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事

業戦略本部 事業管理統括部 統括部

長 

法人事業統括 法人プロダクト＆事業

戦略本部 デジタルオートメーション

事業第 2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 法人プロダクト＆事

業戦略本部 スマートインフラ事業

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 Service Design室 室長 

鈴木 幸一郎 

（すずき・こういちろ

う） 

法人事業統括 法人プロダクト＆事

業戦略本部 Service Design 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 マーケティング戦略統括部 統括

部長 

門井 規郎 

（かどい・のりお） 

法人事業統括 法人マーケティング

本部 マーケティングコミュニケー

ション統括部 統括部長 

法人事業統括 法人マーケティング本

部 法人戦略企画統括部 統括部長 

兼 シナジードライブセンター セン

ター長 

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 法人戦略統括部 統括部

長 

兼 シナジードライブセンター セン

ター長 

法人事業統括 法人マーケティング本

部 マーケティング推進統括部 統括

部長 

山内 英一 

（やまうち・えいいち） 

法人事業統括 法人マーケティング

本部 営業推進統括部 統括部長 

法人事業統括 デジタルマーケティン

グ本部 アカウント統括部 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 Yahoo事業統括部 統括部

長 

法人事業統括 デジタルマーケティン

グ本部 Yahoo事業統括部 統括部長 

福山 広樹 

（ふくやま・ひろき） 
 

法人事業統括 鉄道事業推進本部 事

業企画統括部 統括部長 

山田 哲也 

（やまだ・てつや） 

法人事業統括 鉄道・公共事業推進本

部 鉄道事業推進室 新規事業推進部 

部長 

テクノロジーユニット 技術企画管理

本部 技術企画統括部 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 技術管理本

部 事業管理統括部 統括部長 

テクノロジーユニット サイバーセキ

ュリティ本部 ISC統括部 統括部長 

帆足 今日子 

（ほあし・きょうこ） 

テクノロジーユニット 技術管理本

部 ISC 統括部 セキュリティマネジ

メント部 部長 

テクノロジーユニット サイバーセキ

ュリティ本部 マネージドセキュリテ

ィ統括部 統括部長 

下村 貴司 

（しもむら・たかし） 

テクノロジーユニット 技術管理本

部 ISC統括部 統括部長 
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テクノロジーユニット サービス企画

技術本部 技術企画開発統括部 統括

部長 

淺沼 邦光 

（あさぬま・くにみつ） 

テクノロジーユニット サービス企

画技術本部 コアソリューション企

画開発統括部 統括部長 

テクノロジーユニット 5G ＆ IoT エ

ンジニアリング本部 西日本 IoT 技術

統括部 統括部長 

根来 昌宏 

（ねごろ・まさひろ） 

テクノロジーユニット 5G ＆ IoT

エンジニアリング本部 関西 IoT 技

術部 部長 

テクノロジーユニット デバイス技術

本部 IoTデバイス統括部 統括部長 

木村 敦吏 

（きむら・あつし） 

テクノロジーユニット デバイス＆

AI技術本部 IoTデバイス統括部 統

括部長 

テクノロジーユニット デバイス技術

本部 プロダクト企画統括部 統括部

長 

東出 修 

（ひがしで・おさむ） 

テクノロジーユニット デバイス＆

AI 技術本部 プロダクト企画統括部 

ベアラ＆アプリ技術部 部長 

テクノロジーユニット 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 技術管理本

部 ビッグデータ戦略室 室長 

テクノロジーユニット モバイルネッ

トワーク本部 無線構築統括部 統括

部長 

須山 百合子 

（すやま・ゆりこ） 

テクノロジーユニット エリアネッ

トワーク本部 中国ネットワーク技

術部 部長 

テクノロジーユニット 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 

磯﨑 琢 

（いそざき・たく） 

テクノロジーユニット エリアネッ

トワーク本部 エリア戦略統括部 統

括部長 

テクノロジーユニット ネットワーク

運用本部 施設技術統括部 統括部長 

鈴木 貴雄 

（すずき・たかお） 

テクノロジーユニット ネットワー

ク運用本部 運用企画統括部 施設技

術部 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 

大江 洋介 

（おおえ・ようすけ） 

テクノロジーユニット ネットワー

ク運用本部 ネットワーク運用統括

部 ネットワーク統制部 部長 



16 

テクノロジーユニット コンシューマ

IT本部 バックオフィスシステム統括

部 統括部長 

松野 貴 

（まつの・たかし） 

テクノロジーユニット コンシュー

マ 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 デジタルカスタマーケア統括

部 統括部長 

澤谷 毅 

（さわたに・つよし） 

テクノロジーユニット コンシュー

マ IT本部 業務支援システム統括部 

カスタマーサポート部 部長 

テクノロジーユニット コーポレート

IT本部 IT企画管理統括部 統括部長 

平田 謙司 

（ひらた・けんじ） 

テクノロジーユニット コーポレー

ト IT 本部 IT 企画管理統括部 グル

ープ人材管理室 室長 

事業開発統括 投資事業戦略本部 AI

事業開発推進室 室長 

本島 昌幸 

（もとしま・まさゆき） 

事業開発統括 技術投資戦略本部 事

業開発統括部 AI事業推進室 室長 

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 

佐伯 貴之 

（さえき・たかゆき） 

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 フィンテッ

ク事業企画部 部長 

事業開発統括 ポートフォリオマネジ

メント本部 投資事業推進統括部 統

括部長 

高野 麻依子 

（たかの・まいこ） 

事業開発統括 投資事業戦略本部 事

業推進統括部 事業開発部 部長 

事業開発統括 ポートフォリオマネジ

メント本部 投資支援統括部 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 業務支援統括部 統括

部長 

コーポレート統括 人事本部 組織人

事統括部 統括部長 

角井 尚記 

（かどい・なおき） 

コーポレート統括 人事本部 組織人

事統括部 組織人事 2部 部長 

コーポレート統括 人事本部 グルー

プ人事統括部 統括部長 

井上 允之 

（いのうえ・みつゆき） 

コーポレート統括 人事本部 グルー

プ人事統括室 室長 
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コーポレート統括 インキュベーショ

ン事業統括部 統括部長 

佐橋 宏隆 

（さはし・ひろたか） 

未来人材推進室 イノベンチャー推

進部 部長 

 
・ 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。 

 


