
2016年9⽉30⽇
ソフトバンク株式会社

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。

新役職名 ⽒名 旧役職名

専務取締役 プロダクト＆マーケ
ティング統括

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
兼 技術統括

専務取締役 兼 CTO 技術統括 宮川 潤⼀
（みやかわ・じゅんいち）

専務取締役 技術統括付 海外通信事
業担当

新役職名 ⽒名 旧役職名

常務執⾏役員
兼 法⼈事業副統括
兼 法⼈事業統括 ICTイノベーショ
ン本部 本部⻑
兼 技術副統括
兼 技術統括 移⾏促進本部 本部⻑

佐藤 貞弘
（さとう・さだひろ）

常務執⾏役員
兼 法⼈事業副統括
兼 法⼈事業統括 ICTイノベーショ
ン本部 本部⻑
兼 技術副統括（サービス＆プラッ
トフォーム担当）
兼 技術統括 移⾏促進本部 本部⻑

常務執⾏役員 技術副統括 佃 英幸
（つくだ・ひでゆき）

常務執⾏役員 技術副統括（モバイ
ルネットワーク担当）

常務執⾏役員 技術副統括 牧園 啓市
（まきぞの・けいいち）

常務執⾏役員 技術副統括（コア＆
トランスポート担当）

1. 取締役の担当職務の変更（2016年10⽉1⽇付）

2. 執⾏役員（委任型）の担当職務の変更（2016年10⽉1⽇付）

3. 副本部⻑・統括部⻑等の選任（2016年10⽉1⽇付）



新役職名 ⽒名 旧役職名

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 副本部⻑
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 室⻑

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
パートナー事業推進室 室⻑

法⼈事業統括 法⼈事業戦略本部 ダ
イレクトマーケティング戦略室 室
⻑
兼 法⼈事業統括 法⼈第七営業本部
営業開発室 室⻑

野村 厚夫
（のむら・あつお）

法⼈事業統括 プロセスマネジメン
ト本部 営業開発室 室⻑
兼 法⼈事業統括 法⼈第七営業本部
営業開発室 室⻑

プロダクト＆マーケティング統括
AIプロジェクト室 室⻑

加藤 もと⼦
（かとう・もとこ）

法⼈事業統括 法⼈事業戦略本部 法
⼈事業戦略統括部 プロジェクト推
進室 室⻑

法⼈事業統括 グローバル営業本部
新規事業統括部 統括部⻑

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
営業推進統括部 統括部⻑

法⼈事業統括 法⼈事業開発本部 副
本部⻑
兼 法⼈事業統括 法⼈事業開発本部
事業開発第1統括部 統括部⻑
兼 法⼈事業統括 法⼈事業開発本部
事業開発第2統括部 統括部⻑

古⽥ 芳樹
（ふるた・よしき）

法⼈事業統括 法⼈事業開発本部 副
本部⻑
兼 法⼈事業統括 法⼈事業開発本部
事業開発統括部 統括部⻑

技術統括 東京中央技術本部 ソ
リューション技術統括部 統括部⻑
兼 技術統括 東京中央技術本部 東京
技術統括部 統括部⻑

岸 秀樹
（きし・ひでき）

技術統括 東京中央技術本部 東京技
術統括部 統括部⻑

技術統括 東京中央技術本部 ⾸都圏
技術統括部 統括部⻑

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 関東技
術統括部 統括部⻑

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 統括部⻑
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
部⻑

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 デバイス検証統括部
統括部⻑
兼 プロダクト＆マーケティング統
括 プロダクト本部 デバイス検証統
括部 統括部⻑

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 統括部⻑

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 東
⽇本第⼀オペレーション統括部 統
括部⻑

技術統括 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 統括部⻑

⾼橋 元⼀
（たかはし・げんいち）

技術統括 ネットワーク運⽤本部 東
⽇本第⼀オペレーション統括部 担
当部⻑

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 統
括部⻑

藤沖 ⼀郎
（ふじおき・いちろう）

技術統括 ネットワーク運⽤本部 東
⽇本第⼆オペレーション統括部 統
括部⻑

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
⻑

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室 室⻑

技術統括 東京中央技術本部 東京技
術保全統括部 統括部⻑代⾏

下村 貴司
（しもむら・たかし）

技術統括 東京中央技術本部 東京保
全運⽤統括部 統括部⻑代⾏

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
部⻑代⾏

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 C&I統括部 コアネッ
トワーク部 部⻑

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。

プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報で
す。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、⽬標などはさまざまなリスクおよび不
確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

2015年4⽉1⽇付でソフトバンクモバイル株式会社はソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ワイモバイル株
式会社を吸収合併しました。合併前の各社のプレスリリースは以下よりご覧いただけます。なお、2015年7⽉1⽇付でソフトバンク
モバイル株式会社は、ソフトバンク株式会社に社名を変更しています。

旧ソフトバンクBB株式会社 旧ソフトバンクテレコム株式会社 旧ワイモバイル株式会社




