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KDDIは、2017年4⽉1⽇付で、以下の組織変更および⼈事異動を実施します。

1. 組織変更

(1) 経営戦略本部

IoTビジネスの事業拡⼤を加速させるため、「IoT事業推進室」を新設します。

(2) コーポレート統括本部

(総務・⼈事本部)

⼈材開発を強化するため、「社員⼒強化センター」を「⼈材開発部」に改称します。

(3) 渉外・コミュニケーション統括本部

(コミュニケーション本部)

ブランド体験価値向上をより効果的・効率的に実現するため、「ブランドデザイン部」を廃⽌し、「宣伝部」と統合します。

(4) 技術統括本部

(技術企画本部・技術開発本部)

渉外活動の集約・強化、技術戦略活動⼀元化のため、「技術開発本部」を廃⽌し、「技術企画本部」に統合します。また、配下の「技術戦略
部」「知的財産室」「標準化推進室」を「技術企画本部」へ移管、「TFエンジニアリング推進室」を廃⽌します。併せて、「技術戦略部」を
「技術開発戦略部」に改称します。

(モバイル技術本部)

5Gに関する取り組みを社外に⽰し、商⽤インフラ開発の更なる推進強化のため、「次世代ネットワーク開発推進室」を「次世代ネットワーク
開発部」に改称します。

(ネットワーク技術本部)

固定系プロビジョニング業務の改善・効率化のため、「建設本部」配下の「ネットワークプロビジョニングセンター」を「ネットワーク技術
本部」へ移管します。

(情報システム本部)

セキュリティの維持・サポートや設備提供を⾏うため、「共通業務システム部」を「セキュリティプラットフォーム部」に改称します。

(建設本部)

計画機能と採算管理機能を強化するため、「アクセス設備計画部」を廃⽌し、「建設統括部」と統合します。

エリア品質の維持・向上のため、「エリア品質管理部」を新設します。

(5) バリュー事業本部

(バリュー事業企画本部)

新規事業開発の推進強化のため、「戦略推進部」を「新規ビジネス推進本部」から移管します。

(新規ビジネス推進本部)



サービス企画とシステム開発の連携を強化するため、「バリュー事業企画本部」配下の「コンテンツビジネス部」を「新規ビジネス推進本
部」へ移管し、「システム統括部」に改称します。

「メディア企画部」を「エンターテインメントビジネス推進部」に改称します。また、「アプリUX推進部」を「サービス推進部」に改称しま
す。

「⾦融・コマース推進本部」から「au WALLET推進部」を「新規ビジネス推進本部」へ移管し、「パートナービジネス推進部」に改称しま
す。

(6) ライフデザイン事業本部

ライフデザイン事業の⼀体的な推進体制を構築するため、「ライフデザイン事業本部」を新設します。

「ライフデザイン事業本部」の新設に伴い、「⾦融・コマース推進本部」を廃⽌し、配下の「コマースビジネス部」「⾦融ビジネス統括部」
を移管します。併せて、「サービス企画本部」から「エネルギービジネス企画部」「エネルギービジネス推進部」を移管します。

(7) グローバル事業本部

(グローバルコンシューマビジネス本部)

「グローバルコンシューマ事業統括部」と「ミャンマー事業推進部」の機能を再編、「ミャンマー事業推進部」を廃⽌し、「グローバルコン
シューマ技術管理部」を新設します。

(8) コンシューマ事業本部

(コンシューマ事業企画本部・コンシューママーケティング本部)

分析業務の集約、施策検討機能強化のため、「コンシューママーケティング本部」を廃⽌し、「コンシューマ事業企画本部」に統合します。
併せて、「コンシューマパートナー開発部」を廃⽌し、「コンシューマビジネス開発部」に統合します。

(コンシューマ営業本部)

営業推進・販売促進機能を強化するため、「コンシューマ販売促進部」を廃⽌し、「コンシューマ営業推進部」「コンシューマ⾸都圏⽀社」
に移管します。

⾃動⾞における営業を強化するため、「トヨタ営業部」を「コンシューマ特販営業統括部」配下から「コンシューマ営業本部」配下に変更し
ます。

フロントサポート機能を強化するため、「コンシューマサポート企画部」と「コンシューマサポート推進部」を統合し、「コンシューマフロ
ント企画部」に改称します。また、「コンシューマ業務部」から「コンシューマフロントサポート部」へ改称します。

(9) ソリューション事業本部

(ソリューション事業企画本部)

業務改⾰施策を統括するため、「業務改⾰部」を新設します。

(ソリューション営業本部)

代理店営業を強化するため、「パートナービジネス部」を新設します。併せて、「パートナー営業部」を「アライアンス営業部」に改称しま
す。

お客さま体験価値向上 (CX) のため、「営業推進部」「業務企画部」を統合し、「お客様サポート部」を新設します。

(ソリューション推進本部)

プロダクト別の販売機能を集約し、「ソリューション企画部」を「プロダクト推進部」に改称します。併せて、業務再編のため、「運⽤ソ
リューション部」を廃⽌し、「クラウドソリューション部」と「プロダクト推進部」へ移管します。

「ネットワーク&グローバルソリューション部」を「ソリューション7部」に改称します。

(ビジネスIoT推進本部)

地⽅⾃治体におけるIoTビジネスを強化するため、「復興⽀援室」を当本部配下に移管し、「地⽅創⽣⽀援室」に変更します。

(10) 商品・CS統括本部

事業環境の変化に対応するため、「商品企画部」を「商品戦略部」に改称します。

(プロダクト企画本部・サービス企画本部)

商品企画と開発業務を集約し、機能を強化するため、「サービス企画本部」を廃⽌、「プロダクト企画本部」に統合して、「商品企画本部」
に改称します。

事業環境の変化に迅速に対応するため、「ホーム・IoTサービス企画部」と「パーソナルサービス企画部」を「商品企画本部」へ移管します。

「メディア・CATV推進本部」配下の「メディアプロダクト技術部」「商品開発部」を移管し、「ホームプロダクト開発部」「CATVサービス
企画部」に改称します。



(カスタマーサービス本部)

「ビリングサービス部」を「債権管理部」に統合します。

2. 役員の異動等

(1) 取締役の職務変更

⽒名 新 旧

⽥中 孝司
代表取締役社⻑
兼 渉外・コミュニケーション統括本部⻑
兼 ライフデザイン事業本部担当

代表取締役社⻑
兼 渉外・コミュニケーション統括本部⻑

髙橋 誠

代表取締役執⾏役員副社⻑
全社新事業担当
バリュー事業本部⻑
兼 経営戦略本部⻑

代表取締役執⾏役員副社⻑
バリュー事業本部⻑
兼 経営戦略本部担当

⽯川 雄三

代表取締役執⾏役員副社⻑
全社営業担当
コンシューマ事業本部⻑
兼 事業統括部担当
兼 メディア・CATV推進本部担当
兼 商品・CS統括本部担当

代表取締役執⾏役員副社⻑
コンシューマ事業本部⻑
兼 事業統括部担当
兼 ソリューション事業本部担当
兼 メディア・CATV推進本部担当
兼 商品・CS統括本部担当

⽥島 英彦 取締役執⾏役員専務
取締役執⾏役員専務
グローバル事業本部⻑
兼 グローバルコンシューマビジネス本部⻑

東海林 崇
取締役執⾏役員常務
ソリューション事業本部⻑
兼 グローバル事業本部担当

取締役執⾏役員常務
ソリューション事業本部⻑

(2) 役員の異動

⽒名 新 旧

森⽥ 圭
執⾏役員
ライフデザイン事業本部⻑

執⾏役員
経営戦略本部⻑

菅 隆志
執⾏役員
コンシューマ事業本部 副事業本部⻑

執⾏役員
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部⻑
兼 コンシューママーケティング本部⻑

⽵⼭ 博邦
執⾏役員
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部⻑

執⾏役員
中部テレコミュニケーション 出向 (代表取締役社⻑)

⾼橋 正明
執⾏役員
KDDIまとめてオフィス 出向 (代表取締役社⻑)

執⾏役員
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 副本部⻑

本多 勉
執⾏役員
ジュピターテレコム出向 (副社⻑執⾏役員)

6⽉の同社定時株主総会で取締役就任予定

執⾏役員
KDDIまとめてオフィス 出向 (代表取締役社⻑)

最勝寺 奈苗
理事
コーポレート統括本部 経営管理本部 副本部⻑

理事
コーポレート統括本部 経営管理本部 副本部⻑
兼 グループ事業管理部⻑

⽩岩 徹
理事
コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 副本部⻑

理事
コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 副本部⻑
兼 ⼈事部⻑

古賀 靖広
理事
渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部⻑

理事
渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部 渉外部⻑

宇佐⾒ 正⼠
理事
技術統括本部 新技術企画担当

理事
技術統括本部 技術開発本部⻑

岩男 恵
理事
技術統括本部 品質改⾰担当

理事
技術統括本部 モバイル技術本部⻑

塩崎 靖彦
理事
グローバル事業本部 グローバルICT本部 副本部⻑
兼 グローバルICT事業統括部⻑

理事
北京凱迪迪愛通信技術有限公司 出向 (総経理)

岩⽊ 陽⼀
理事
コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 副本部⻑
兼 経営戦略本部 副本部⻑

理事
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部
コンシューマ中国⽀社⻑



⽵澤 浩
理事
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 副本部⻑

理事
コンシューマ事業本部 コンシューママーケティング本部 副本部⻑
兼 経営戦略本部 副本部⻑

⼭森 誠司
理事
沖縄セルラー電話 出向

理事
技術統括本部 技術企画本部 副本部⻑

横⼭ 克也
理事
UQコミュニケーションズ 出向

理事
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 副本部⻑

那⾕ 雅敏
理事
ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 副本部⻑

理事
ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 副本部⻑
兼 営業推進部⻑

川野 裕史
理事
KDDIまとめてオフィス関⻄ 出向 (代表取締役社⻑)

理事
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部
コンシューマ⾸都圏⽀社⻑

(3) 役員の昇格・新任

⽒名 新 旧

⾚⽊ 篤志
執⾏役員常務
技術統括本部 技術企画本部⻑

執⾏役員
コーポレート統括本部 購買本部⻑

森 敬⼀
執⾏役員常務
ソリューション事業本部 副事業本部⻑
兼 ビジネスIoT推進本部⻑

執⾏役員
ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部⻑

住吉 浩次
執⾏役員
技術統括本部 情報システム本部⻑

理事
技術統括本部 建設本部⻑

曽雌 博之
執⾏役員
グローバル事業本部⻑

理事
KDDI EUROPE LTD. 出向 (CEO)
兼 TELEHOUSE INT'L CORP.OF EUROPE LTD. 出向 (MD)

⼭本 賢
執⾏役員
中部テレコミュニケーション 出向 (代表取締役社⻑)

理事
中部テレコミュニケーション 出向

永井 真澄
理事
社⻑付

トヨタ⾃動⾞

松嶋 伸⼀郎
理事
東北総⽀社⻑

KDDIまとめてオフィス⻄⽇本 出向 (代表取締役社⻑)

原 伸⼆郎
理事
コーポレート統括本部 経営管理本部
兼 KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO., LTD. 出向 (CFO)

コーポレート統括本部 経営管理本部
兼 KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO., LTD. 出向 (CFO)

⼭⽥ 隆章
理事
渉外・コミュニケーション統括本部 コミュニケーション本部⻑
兼 デジタルマーケティング部⻑

渉外・コミュニケーション統括本部 コミュニケーション本部⻑

⼤河内 恭雄
理事
技術統括本部 モバイル技術本部⻑

技術統括本部 運⽤本部

要海 敏和
理事
技術統括本部 モバイル技術本部 副本部⻑
兼 UQコミュニケーションズ 出向

技術統括本部 モバイル技術本部 副本部⻑
兼 UQコミュニケーションズ 出向

⼤朝 毅
理事
バリュー事業本部 バリュー事業企画本部 副本部⻑

バリュー事業本部 バリュー事業企画本部 副本部⻑

中桐 功⼀朗
理事
ライフデザイン事業本部 副事業本部⻑

商品・CS統括本部 サービス企画本部⻑

岡部 浩⼀
理事
グローバル事業本部 グローバルコンシューマビジネス本部⻑

ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 副本部⻑

⼭本 裕幸
理事
ビッグローブ 出向

ビッグローブ 出向

(4) 役員の退任

⽒名 新 旧

阿部 正吉 UQコミュニケーションズ (顧問)
執⾏役員常務
技術統括本部 情報システム本部⻑

藤⽥ 元 KDDI総合研究所 (顧問)
執⾏役員
渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部⻑



菅野 養⼀ 中部テレコミュニケーション (顧問)
理事
東北総⽀社⻑

中澤 雅⼰ KDDIエボルバ (代表取締役社⻑)
理事
KDDIエボルバ 出向 (代表取締役社⻑)

真砂 了三 KDDIプリシード (代表取締役社⻑)
理事
KDDIプリシード 出向 (代表取締役社⻑)

3. ⼈事異動

⽒名 新 旧

園⽥ 朋博 監査役室⻑ コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 法務部 法務第2GL

⾚坂 裕之 リスクマネジメント本部 内部統制部⻑
コーポレート統括本部 総務・⼈事本部
兼 KDDI AMERICA, INC. 出向

明⽥ 健司 経営戦略本部 経営企画部⻑ コーポレート統括本部⻑付上席補佐

前⽥ ⼤輔 経営戦略本部 IoT事業推進室⻑ 経営戦略本部 経営企画部⻑

中村 元
経営戦略本部 KDDI総合研究所 出向
兼 技術統括本部 技術企画本部 副本部⻑

経営戦略本部 KDDI総合研究所 出向
兼 技術統括本部 技術開発本部 副本部⻑

芝崎 哲也 コーポレート統括本部 経営管理本部 グループ事業管理部⻑
コーポレート統括本部 経営管理本部
兼 KDDI SINGAPORE PTE LTD. 出向

滝⼭ 義隆 コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 ⼈事部⻑ コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 ⼈事部 企画GL

徳⽥ 康次 コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 ⼈財開発部⻑ (組織変更) コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 社員⼒強化センター⻑

尾崎 ⾼⼠ コーポレート統括本部 購買本部⻑ コーポレート統括本部 購買本部 副本部⻑

⾕⼝ 亮 コーポレート統括本部 購買本部 副本部⻑ コーポレート統括本部 購買本部

藤⼭ 尚紀 コーポレート統括本部 購買本部 購買2部⻑ 商品・CS統括本部 プロダクト企画本部

福島 義彦 コーポレート統括本部 購買本部 物流統括部⻑ コーポレート統括本部 購買本部 購買2部⻑

櫻井 桂⼀ 渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部 副本部⻑ 渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部

岸⽥ 隆司 渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部 渉外部⻑ リスクマネジメント本部 内部統制部⻑

宮尾 良徳 技術統括本部 エリア品質強化室⻑ 技術統括本部⻑付上席補佐

佐藤 進 技術統括本部 技術企画本部 副本部⻑ 技術統括本部 技術企画本部⻑

⽥中 啓仁 技術統括本部 技術企画本部 技術開発戦略部⻑ (組織変更) 技術統括本部 技術開発本部 技術戦略部⻑

川名 弘志 技術統括本部 技術企画本部 知的財産室⻑ (組織変更)
技術統括本部 技術開発本部 知的財産室⻑
兼 知財戦略GL

古賀 正章 技術統括本部 技術企画本部 標準化推進室⻑ (組織変更) 技術統括本部 技術開発本部 標準化推進室⻑

瀬尾 義紀 技術統括本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部⻑ 技術統括本部 モバイル技術本部 EPC技術部⻑

菊地 隆志 技術統括本部 モバイル技術本部 EPC技術部⻑ 技術統括本部 モバイル技術本部 EPC技術部 副部⻑

加藤 利雄
技術統括本部 モバイル技術本部 次世代ネットワーク開発部⻑ (組織変
更)

技術統括本部 モバイル技術本部 次世代ネットワーク開発推進室⻑

吉濱 太⼀郎
技術統括本部 ネットワーク技術本部 ネットワークプロビジョニングセ
ンター⻑ (組織変更)

技術統括本部 建設本部 ネットワークプロビジョニングセンター⻑

中村 武
技術統括本部 プラットフォーム開発本部 サービスアプリケーション開
発2部⻑

ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 グローバルテレマティ
クス部⻑

飯島 正美
技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部
⻑

技術統括本部 モバイル技術本部 EPC技術部 開発1GL

⽜島 克弥 技術統括本部 情報システム本部 基幹システム1部⻑ 技術統括本部 情報システム本部 システムマネジメントサービス部⻑

中尾 仁史
技術統括本部 情報システム本部 セキュリティプラットフォーム部⻑ (
組織変更)

技術統括本部 情報システム本部 共通業務システム部⻑

東原 聡 技術統括本部 情報システム本部 システムマネジメントサービス部⻑ KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd. 出向

愛須 ⼀郎 技術統括本部 建設本部⻑ 技術統括本部 建設本部 副本部⻑

寺尾 徳明
技術統括本部 建設本部 副本部⻑
兼 建設統括部⻑

技術統括本部 建設本部 建設統括部⻑

河村 政志 技術統括本部 建設本部 エリア設備計画部⻑ UQコミュニケーションズ 出向

⽊下 雅⾂ 技術統括本部 建設本部 エリア品質管理部⻑ 技術統括本部 エリア品質強化室⻑



⼤内 良久 技術統括本部 運⽤本部 運⽤品質管理部⻑ 技術統括本部 技術企画本部

上村 幸夫 技術統括本部 運⽤本部 トラヒックマネジメント部⻑ 技術統括本部 プラットフォーム開発本部

古畑 和弘 技術統括本部 運⽤本部 モバイルオペレーションセンター⻑ 技術統括本部 運⽤本部 モバイルオペレーションセンター 副センター⻑

⼤出 和彦 技術統括本部 運⽤本部 サーバーオペレーションセンター⻑ 技術統括本部 情報システム本部 基幹システム1部⻑

齋藤 広治 技術統括本部 運⽤本部 ITアウトソースセンター⻑
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 運⽤ソリューション
部 副部⻑

河合 宣⾏
技術統括本部 グローバル技術・運⽤本部 グローバルネットワーク・オ
ペレーションセンター⻑

技術統括本部 グローバル技術・運⽤本部 グローバルネットワーク・オ
ペレーションセンター 副センター⻑

江幡 智広 バリュー事業本部 バリュー事業企画本部 戦略推進部⻑ (組織変更) バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 戦略推進部⻑

宮地 悟史
バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 エンターテインメントビジネ
ス推進部⻑ (組織変更)

バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 メディア企画部⻑

⼤野 ⾼宏 バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 サービス推進部⻑
バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 メディア企画部 メディア戦略
GL

中井 武志 バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 パートナービジネス推進部⻑ バリュー事業本部 ⾦融・コマース推進本部 auWALLET推進部⻑

阿部 秀貴 バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部 システム統括部⻑
バリュー事業本部 バリュー事業企画本部 コンテンツビジネス部⻑
兼 コンテンツシステムGL

勝⽊ 朋彦 ライフデザイン事業本部 副事業本部⻑
バリュー事業本部 ⾦融・コマース推進本部⻑
兼 コマースビジネス部⻑

村元 伸弥 ライフデザイン事業本部 コマースビジネス部⻑
コンシューマ事業本部 コンシューママーケティング本部 コンシューマ
ビジネス開発部⻑

⾅井 朋貴 ライフデザイン事業本部 ⾦融ビジネス統括部⻑ (組織変更) バリュー事業本部 ⾦融・コマース推進本部 ⾦融ビジネス統括部⻑

都築 実宏 ライフデザイン事業本部 エネルギービジネス企画部⻑ (組織変更) 商品・CS統括本部 サービス企画本部 エネルギービジネス企画部⻑

梶川 秀樹 ライフデザイン事業本部 エネルギービジネス推進部⻑ (組織変更) 商品・CS統括本部 サービス企画本部 エネルギービジネス推進部⻑

酒井 健
KDDI EUROPE LTD. 出向 (CEO)
兼 Telehouse Int'l Corp.of Europe Ltd. 出向 (MD)

社⻑付上席補佐

内⽥ 博 グローバル事業本部 グローバルICT本部 グローバルICT事業推進部⻑
グローバル事業本部 グローバルICT本部 グローバルICT事業推進部 プ
ロダクト企画GL

堀⽥ 和志 グローバル事業本部 グローバルコンシューマビジネス本部 副本部⻑ ジュピターテレコム 出向

⼩和⼝ 惠太
グローバル事業本部 グローバルコンシューマビジネス本部 グローバル
コンシューマ事業統括部⻑

CDNetworks Co., Ltd. 出向

永⽥ 稔
グローバル事業本部 グローバルコンシューマビジネス本部 グローバル
コンシューマ技術管理部⻑

グローバル事業本部 グローバルコンシューマビジネス本部 ミャンマー
事業推進部⻑

⾺場 剛史
コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 コンシューママーケ
ティング1部⻑

事業統括担当役員付上席補佐

多⽥ ⼀国
コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 コンシューママーケ
ティング2部⻑ (組織変更)

コンシューマ事業本部 コンシューママーケティング本部 コンシューマ
マーケティング2部⻑

⽊村 奈津⼦
コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 コンシューマエクス
ペリエンス推進部⻑

商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部
⻑

熊⾕ 健
コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 コンシューマビジネ
ス開発部⻑

コンシューマ事業本部 コンシューママーケティング本部 コンシューマ
パートナー開発部⻑

佐々⽊ 正⾒
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ営業企画部
⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ営業推進部
⻑

内⼭ 芳洋
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ営業推進部
⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ営業企画部
⻑

安部 公康
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ営業管理部
⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ販売促進部
⻑

中島 弘豊
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ特販営業統
括部⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマサポート推
進部⻑

濱⼝ 義幸 コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 トヨタ営業部⻑
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ特販営業統
括部 トヨタ営業部⻑
兼 九州営業GL

太⽥ 昌章
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマフロント企
画部⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマサポート企
画部⻑

福⽥ 隆司
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマフロントサ
ポート部⻑ (組織変更)

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ業務部⻑



⼤野 仁
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ開通業務部
⻑

商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 カスタマーサービス推進部
⻑

鵜飼 丈⼆
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ広域営業統
括部⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ⾸都圏⽀社
コンシューマ⾸都圏広域営業部⻑
兼 広域第⼀⽀店⻑

尾⽥ 等
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ⾸都圏⽀社
⻑

コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ広域営業統
括部⻑

⼭本 博之 コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ北陸⽀社⻑
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ東北⽀社 コ
ンシューマ営業部⻑

⾓ 知浩 コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ中国⽀社⻑
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ特販営業統
括部⻑

宮本 正⾏ コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ四国⽀社⻑
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマ四国⽀社 コ
ンシューマ営業部⻑

今井 弘 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 事業管理部⻑
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション企画
部⻑

近藤 秀城 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 業務改⾰部⻑
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 クラウドソリューシ
ョン部⻑
兼 フロントサポート2GL

加納 貴裕
ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 パートナービジネス
部⻑

KDDIまとめてオフィス 出向

⽟置 正⼈ ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 お客様サポート部⻑ ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 業務企画部⻑

⾼⽊ 秀悟
ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 アライアンス営業部
⻑ (組織変更)

ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 パートナー営業部⻑

⼤⻄ 岳 ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 営業4部⻑
ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 営業4部 副部⻑
兼 営業1GL

廣松 光三 ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 トヨタ営業統括部⻑ ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 海外法⼈営業部⻑

森下 裕之 ソリューション事業本部 ソリューション営業本部 海外法⼈営業部⻑ ソリューション事業本部 ソリューション営業本部

森岡 秀 ソリューション事業本部 ソリューション推進本部副本部⻑ KDDIまとめてオフィス 出向

岡本 浩之 ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 プロダクト推進部⻑
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション5部
⻑

藤井 幸⼆
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション2部
⻑

ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション2部
商社GL

⾼御堂 ⼀
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション5部
⻑

ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション5部
副部⻑

⾼⽐良 忠司
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション6部
⻑

ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 ビジネスIoT営業部⻑

若林 直樹
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 ソリューション7部
⻑ (組織変更)

ソリューション事業本部ソリューション推進本部ネットワーク&グロー
バルソリューション部⻑

松⼭ 繁
ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 クラウドソリューシ
ョン部⻑

ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 運⽤ソリューション
部⻑

落合 孝之 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 ビジネスIoT営業部⻑
ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 ビジネスIoT営業部 副
部⻑

岩永 祐⼀
ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 グローバルテレマティ
クス部⻑

KDDI HONG KONG LTD. 出向

⾕⼝ 禎宣 メディア・CATV推進本部 事業企画部⻑ メディア・CATV推進本部 営業企画部⻑

瀬⼭ 宣⾏ メディア・CATV推進本部 営業企画部⻑ メディア・CATV推進本部 中⽇本営業部⻑

⽴⽯ 章 メディア・CATV推進本部 中⽇本営業部⻑
渉外・コミュニケーション統括本部 コミュニケーション本部 ブランド
デザイン部⻑

吉崎 武 メディア・CATV推進本部 ⻄⽇本営業部⻑ メディア・CATV推進本部 営業企画部 営業企画GL

澤⽥ 拓也 商品・CS統括本部 商品戦略部⻑ メディア・CATV推進本部 メディアプロダクト技術部⻑

内藤 幹徳 商品・CS統括本部 商品企画本部 副本部⻑ (組織変更)
商品・CS統括本部 サービス企画本部副本部⻑
兼 ホーム・IoTサービス企画部⻑

⼤井 ⿓太郎 商品・CS統括本部 商品企画本部 プロダクト企画部⻑ 商品・CS統括本部 プロダクト企画本部 プロダクト企画部 副部⻑

阿部 秀⼀郎 商品・CS統括本部 商品企画本部 ホームプロダクト開発部⻑ メディア・CATV推進本部 メディアプロダクト技術部 副部⻑

早瀬 聡 商品・CS統括本部 商品企画本部 CATVサービス企画部⻑ (組織変更) メディア・CATV推進本部 商品開発部⻑



渡辺 和幸 商品・CS統括本部 商品企画本部 ホーム・IoTサービス企画部⻑
コンシューマ事業本部 コンシューママーケティング本部 コンシューマ
マーケティング1部⻑

⾦⼭ 由美⼦
商品・CS統括本部 商品企画本部 パーソナルサービス企画部⻑ (組織変
更)

商品・CS統括本部 サービス企画本部 パーソナルサービス企画部⻑

相澤 忠之
商品・CS統括本部 商品企画本部 プロダクト品質管理部⻑
兼 データ端末GL (組織変更)

商品・CS統括本部 プロダクト企画本部 プロダクト品質管理部⻑

傍島 浩之
商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部
⻑

商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 お客様相談部⻑

⻄尾 康
商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 カスタマーサービス推進部
⻑

商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部
副部⻑

⼩野 啓⼆ 商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 ビリングサービス部⻑
商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 債権管理部⻑
兼 ⼤阪料⾦センター⻑

三⾓ 孝⼆ 商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 お客様相談部⻑ 商品・CS統括本部 カスタマーサービス本部 お客様相談部 企画調整GL

⽒名 新 旧

⼭⽥ 秀昭 社⻑付上席補佐 技術統括本部 運⽤本部 サーバーオペレーションセンター⻑

名古路 太⼀郎 社⻑付上席補佐 渉外・コミュニケーション統括本部 渉外・広報本部 秘書室 秘書GL

合澤 智⼦ 社⻑付補佐 商品・CS統括本部 プロダクト企画本部 プロダクト企画部 端末2GL

⽥中 和則 コーポレート統括本部⻑付上席補佐 コーポレート統括本部 総務・⼈事本部 総務部 副部⻑ 兼 株式・⽂書GL

⾼野 祐美⼦ コーポレート統括本部⻑付補佐 コーポレート統括本部 購買本部 購買2部 システムGL

仲⻄ 義宏 技術統括本部⻑付上席補佐 技術統括本部 運⽤本部 運⽤品質管理部 副部⻑

⼩佐野 光代 技術統括本部⻑付補佐
技術統括本部 グローバル技術・運⽤本部 グローバルネットワーク・オ
ペレーションセンター グローバルアカウンティングGL

神⼭ 隆 バリュー事業本部⻑付上席補佐 メディア・CATV推進本部副本部⻑ 兼 事業企画部⻑

⽊村 理恵⼦ バリュー事業本部⻑付補佐
バリュー事業本部 バリュー事業企画本部 ビジネス統括部 アライアンス
GL

松⽥ 浩路 事業統括担当役員付上席補佐 商品・CS統括本部 商品企画部⻑

神崎 令⼦ 事業統括担当役員付補佐
コンシューマ事業本部 コンシューマ営業本部 コンシューマサポート企
画部

⾚⽯ 浩之 ソリューション事業本部⻑付上席補佐 KDDIまとめてオフィス 出向

酒井 浩⼦ ソリューション事業本部⻑付補佐
グローバル事業本部 グローバル事業企画本部 グローバル事業企画部 4
GL

ニュースリリースに記載された情報は、発表⽇現在のものです。
商品・サービスの料⾦、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。




