2018年3月30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（2018年4月1日付）
新役職名

氏名

旧役職名

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）
兼 プロダクト&マーケティング統括
兼 渉外担当

代表取締役副社長 兼 COO コンシューマ
事業統括
兼 プロダクト&マーケティング統括

代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO テク 宮川 潤一
ノロジーユニット統括
（みやかわ・じゅんい
ち）
兼 技術戦略統括

専務取締役 兼 CTO テクノロジーユニッ
ト統括
兼 技術戦略統括
兼 渉外担当

※ 2018年4月1日付のその他の役員人事については、3月23日付のプレスリリースをご覧ください。
2．執行役員（委任型）の担当職務の変更（2018年4月1日付）
新役職名
常務執行役員 法人事業副統括
兼 テクノロジーユニット 技術戦略統括
移行促進本部 本部長

氏名
佐藤 貞弘
（さとう・さだひろ）

旧役職名
常務執行役員 法人事業副統括
兼 ICTイノベーション本部 本部長
兼 テクノロジーユニット 技術戦略統括
移行促進本部 本部長

3．執行役員の担当職務の変更（2018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 ICTイノベーショ 本郷 公敏
執行役員 テクノロジーユニット モバイル
（ほんごう・まさとし） 技術統括 東日本技術本部 本部長
ン本部 本部長

執行役員 法人事業統括 鉄道・公共事業推
進室 室長 兼 シニアセールスエグゼク
永田 稔雄
ティブ
（ながた・としお）
兼 鉄道・公共事業推進統括部 統括部長

執行役員 法人事業統括 鉄道・公共事業推
進室 副室長 兼 シニアセールスエグゼク
ティブ
兼 鉄道・公共事業推進統括部 統括部長

執行役員 法人事業統括 鉄道･公共事業推
執行役員 法人事業統括 鉄道･公共事業推 石岡 幸則
進室 室長 兼 シニアテクニカルエグゼク
進室 シニアテクノロジーエグゼクティブ （いしおか・ゆきのり）
ティブ

執行役員 テクノロジーユニット 技術戦略 飯田 唯史
（いいだ・ただし）
統括 CTO室 室長
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執行役員 テクノロジーユニット モバイル
技術統括 西日本技術本部 本部長

執行役員 テクノロジーユニット ネット
ワーク統括 コア&トランスポート技術本
部 本部長

関和 智弘
（せきわ・ともひろ）

執行役員 テクノロジーユニット ネット
ワーク統括 コアネットワーク&デバイス
技術本部 本部長

4．本部長等の選任（2018年4月1日付）
新役職名

氏名

法人事業統括 法人マーケティング本部 本
上野 邦彦
部長
（うえの・くにひこ）
兼 法人事業戦略本部 副本部長

旧役職名
法人事業統括 法人事業戦略本部 副本部長
兼 マーケティング統括部 統括部長

法人事業統括 SE本部 本部長

宮澤 拓哉
（みやざわ・たくや）

法人事業統括 SE本部 副本部長

法人事業統括 法人運用本部 本部長

前田 憲一郎
（まえだ・けんいちろ
う）

法人事業統括 SE本部 本部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 先端
テクノロジーユニット 技術戦略統括 先端
湧川 隆次
技術開発本部 本部長
技術開発室 室長
兼 モバイル技術統括 IoT事業推進本部 副 （わきかわ・りゅうじ）
兼 IoT事業推進本部 副本部長
本部長
テクノロジーユニット 技術戦略統括 グ
テクノロジーユニット 技術戦略統括 グ
ローバル事業戦略本部 本部長
北原 秀文
ローバル事業戦略室 室長
兼 モバイル技術統括 IoT事業推進本部 副 （きたはら・ひでぶみ）
兼 IoT事業推進本部 副本部長
本部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括 大瀧 栄司
（おおたき・えいじ）
エリアネットワーク本部 本部長

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

テクノロジーユニット モバイル技術統括 丹波 廣寅
（たんば・ひろのぶ）
IoT事業推進本部 本部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 IoT
事業推進本部 本部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括 野中 孝浩
（のなか・たかひろ）
IoTエンジニアリング本部 本部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
西日本技術本部 副本部長
兼 九州技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
サービスプラットフォーム開発本部 本部
長
兼 法人事業統括 ICTイノベーション本部
副本部長
テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット ネットワーク統括
ネットワーク本部 本部長
デバイス技術本部 本部長
小林 丈記
兼 ネットワーク開発統括部 統括部長
兼 法人事業統括 法人プロジェクト推進本 （こばやし・たけのり）
兼 法人事業統括 法人プロジェクト推進本
部 副本部長
部 副本部長
テクノロジーユニット ネットワーク統括
アプリケーション技術本部 本部長
折原 大樹
兼 法人事業統括 ICTイノベーション本部 （おりはら・だいき）
副本部長
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5．副本部長・統括部長等の選任（2018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 プロダクト&マー
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 副 近藤 貴幸
ケティング統括 モバイル事業推進本部 副
本部長
（こんどう・たかゆき）
本部長
兼 サービス統括部 統括部長
法人事業統括 広域法人第二営業本部 副本
古田 芳樹
部長
（ふるた・よしき）
兼 第一営業統括部 統括部長

法人事業統括 エンタープライズ第二営業
本部 副本部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
法人事業統括 法人事業戦略本部 副本部長 大島 吾希洋
ケティング統括 サービスコンテンツ本部
（おおしま・あきひろ）
兼 パートナー戦略室 室長
本部長

法人事業統括 ICTイノベーション本部 副
石田 誠司
本部長
（いしだ・せいじ）
兼 ICTI戦略統括部 統括部長

法人事業統括 ICTイノベーション本部 副
本部長
兼 ICTI戦略室 室長

法人事業統括 SE本部 副本部長
兼 SE第3統括部 統括部長

宮本 泰照
法人事業統括 SE本部 SE第3統括部 統括
（みやもと・やすあき） 部長

法人事業統括 法人運用本部 副本部長
兼 オペレーションサービス第2統括部 統
括部長

法人事業統括 SE本部 オペレーション
山口 智弘
（やまぐち・ともひろ） サービス第2統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
松本 幸助
管理本部 副本部長
（まつもと・こうすけ） 管理本部 業務管理統括部 統括部長
兼 業務管理統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
武藤 実
モバイルネットワーク本部 副本部長
（むとう・みのる）
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 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 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
テクノロジーユニット 技術戦略統括 IoT
桑原 正光
IoT事業推進本部 副本部長
（くわはら・まさみつ） 事業推進本部 事業企画統括部 統括部長
兼 IoT技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
松田 慎一
IoT事業推進本部 副本部長
（まつだ・しんいち）
兼 AI／プラットフォーム統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 IoT
事業推進本部 副本部長
兼 技術デザイン統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括 岸 秀樹
（きし・ひでき）
IoTエンジニアリング本部 副本部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
東日本技術本部 副本部長
兼 東京技術統括部 統括部長
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テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
テクノロジーユニット モバイル技術統括 國信 健一郎
管理本部
副本部長
（くにのぶ・けんいちろ
IoTエンジニアリング本部 副本部長
う）
兼 業務推進統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット ネットワーク統括
船曵 洋一
コア&トランスポート技術本部 副本部長
コアネットワーク&デバイス技術本部
（ふなびき・よういち）
兼 コアネットワーク統括部 統括部長
NFV開発統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
大矢 晃之
コア&トランスポート技術本部 副本部長
（おおや・てるゆき）
兼 C&I統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
コアネットワーク&デバイス技術本部 副
本部長
兼 C&I統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括 荒川 雄司
（あらかわ・ゆうじ）
ネットワーク運用本部 副本部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
ネットワーク運用本部 副本部長
兼 サービス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 ネットワーク統括 中澤 崇
（なかざわ・たかし）
アプリケーション技術本部 副本部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
サービスプラットフォーム開発本部 副本
部長
兼 SP推進統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 Y!mobile事業推進本部
マーケティング統括部 統括部長
兼 Y!シナジー推進室 室長

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 Y!mobile事業推進本部
マーケティング統括部 統括部長

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
SoftBankSELECTION事業推進室 室長

瀧 進太郎
（たき・しんたろう）

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 SoftBankSELECTION事
業推進室 室長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
藤井 博文
ケティング統括 モバイル事業推進本部 コ
（ふじい・ひろふみ）
ンテンツ事業統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 サービスコンテンツ本部
コンテンツ事業統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
原田 賢悟
ケティング統括 新規事業開発室 スポーツ
（はらだ・けんご）
事業統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 サービスコンテンツ本部
スポーツ事業統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
内池 大輔
ケティング統括 新規事業開発室 サービス
ケティング統括 サービスコンテンツ本部
（うちいけ・だいすけ）
事業開発統括部 統括部長
サービス事業開発統括部 統括部長

コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
和田 浩史
ケティング統括 コミュニケーション本部
（わだ・こうじ）
プロモーション統括部 統括部長
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コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 コミュニケーション本部
プロモーション統括部 プロモーション2
部 部長

法人事業統括 広域法人第一営業本部 第一 月城 豪夫
（つきしろ・たけお）
営業統括部 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

法人事業統括 コーポレート営業本部 第二 萩原 康一
法人事業統括 コーポレート営業本部 第三
（はぎわら・こういち） 営業統括部 統括部長
営業統括部 統括部長

法人事業統括 コーポレート営業本部 第三 加藤 竜児
（かとう・りゅうじ）
営業統括部 統括部長

法人事業統括 コーポレート営業本部 第二
営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人マーケティング本部 デ 山内 英一
法人事業統括 コーポレート営業本部 デジ
（やまうち・えいいち） タルセールス統括部 統括部長
ジタルセールス統括部 統括部長

法人事業統括 法人運用本部 オペレーショ 實松 裕樹
（じつまつ・ゆうき）
ンサービス第1統括部 統括部長

法人事業統括 SE本部 オペレーション
サービス第1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 石黒 洋
（いしぐろ・ひろし）
サービス事業統括部 統括部長

法人事業統括 プロセスマネジメント本部
サービス改革統括部 統括部長

法人事業統括 法人パートナー営業本部
ICT第2営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人パートナー営業本部 第
3営業統括部 営業第2部 営業第2課 担当部
長

仲畠 太士
（なかはた・ふとし）

法人事業統括 コーポレート営業本部 第四 磯 浩隆
（いそ・ひろたか）
営業統括部 統括部長

法人事業統括 コーポレート営業本部 第一
営業統括部 第4営業部 部長

法人事業統括 グローバル営業本部 第二営 関口 範興
法人事業統括 グローバル営業本部 コミュ
（せきぐち・のりおき） ニケーションサービス部 部長
業統括部 統括部長

法人事業統括 法人マーケティング本部
マーケティング統括部 統括部長

赤瀬 宗孝
（あかせ・むねたか）

法人事業統括 プロセスマネジメント本部 堀 晋也
（ほり・しんや）
管理統括部 統括部長
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コンシューマ事業統括 プロダクト&マー
ケティング統括 コミュニケーション本部
プロモーション統括部 統括部長代行

法人事業統括 プロセスマネジメント本部
管理部 部長

法人事業統括 法人パートナー営業本部
ICT販売推進統括部 統括部長

佐藤 航
（さとう・わたる）

法人事業統括 法人事業戦略本部 コア事業
統括部 ビジネスパートナー推進部 担当部
長

法人事業統括 法人パートナー営業本部
ICT第1営業統括部 統括部長

山田 耕作
（やまだ・こうさく）

法人事業統括 法人パートナー営業本部
ICT営業統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット 技術戦略統括 電波 上村 治
（かみむら・おさむ）
企画室 室長

渉外本部 標準化推進部 部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 ソ
リューション戦略室 室長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
管理本部 担当部長

近 義起
（ちか・よしおき）

テクノロジーユニット ネットワーク統括
戸坂 豪臣
コア&トランスポート技術本部 BBB事業
（とさか・ひでとし）
推進室 室長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
コアネットワーク&デバイス技術本部
BBB事業推進室 室長

テクノロジーユニット ネットワーク統括 福智 道一
（ふくち・みちかず）
IX事業推進室 室長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
ネットワーク本部 担当部長

テクノロジーユニット IT統括 IT戦略管理 吉川 直樹
（よしかわ・なおき）
統括部 統括部長

テクノロジーユニット IT統括 IT本部 シ
ステム戦略室 室長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
榊 博之
モバイルIT推進本部 業務システム統括部
（さかき・ひろゆき）
統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
東日本技術本部 北海道技術統括部 統括部
長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
下村 貴司
エリアネットワーク本部 東京ネットワー
（しもむら・たかし）
ク技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
東日本技術本部 東京技術保全統括部 統括
部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括 杉浦 要次朗
エリアネットワーク本部 関東ネットワー （すぎうら・ようじろ
う）
ク技術統括部 統括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
東日本技術本部 首都圏技術統括部 統括部
長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
テクノロジーユニット モバイル技術統括
小笠原 篤司
エリアネットワーク本部 関西ネットワー
（おがさはら・あつし） 西日本技術本部 関西技術統括部 統括部長
ク技術統括部 統括部長
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テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット ネットワーク統括
榎硲 洋充
コア&トランスポート技術本部 ネット
ネットワーク本部 ネットワーク企画統括
（えのさこ・ひろみつ）
ワーク建設統括部 統括部長
部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
浅野 正訓
ネットワーク運用本部 運用企画統括部 統
（あさの・まさのり）
括部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
西日本技術本部 中四国技術統括部 統括部
長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット モバイル技術統括
竹末 明弘
ネットワーク運用本部 プラットフォーム
モバイルIT推進本部 業務システム統括部
（たけすえ・あきひろ）
統括部長
運用統括部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
山本 直起
ネットワーク運用本部 ネットワーク運用
（やまもと・なおき）
統括部 統括部長

テクノロジーユニット 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 統
括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
早田 叔弘
デバイス技術本部 プロダクト企画統括部
（はやた・よしひろ）
統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
ネットワーク本部 ブロードバンドプロダ
クト統括部 統括部長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術 山中 英明
管理本部 業務管理統括部 モバイルテクニ
（やまなか・ひであき）
管理本部 業務推進統括部 統括部長
カルサポート部 部長

テクノロジーユニット モバイル技術統括
中島 裕司
IoT事業推進本部 事業開発統括部 統括部
（なかじま・ゆうじ）
長

テクノロジーユニット 技術戦略統括 IoT
事業推進本部 事業企画統括部 事業開発部
部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
社本 志郎
コア&トランスポート技術本部 A&V統括
（しゃもと・しろう）
部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
コアネットワーク&デバイス技術本部
A&V統括部 統括部長代行

テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット ネットワーク統括
中辻 康幸
ネットワーク運用本部 運用企画統括部 運
ネットワーク運用本部 運用システム統括
（なかつじ・やすゆき）
用ソリューション開発部 部長
部 統括部長

テクノロジーユニット ネットワーク統括
テクノロジーユニット ネットワーク統括
中川 義宣
コアネットワーク&デバイス技術本部 デ
デバイス技術本部 技術開発統括部 統括部
（なかがわ・よしのぶ）
長
バイス技術統括部 統括部長代行

財務統括 財務経理本部 企画管理統括部
統括部長

小野口 亘
（おのぐち・わたる）
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財務統括 財務経理本部 企画管理統括部
統括部長代行

人事総務統括 人事本部 採用・人材開発統
源田 泰之
括部 統括部長
（げんだ・やすゆき）
兼 未来人材推進室 室長

人事総務統括 人事本部 採用・人材開発統
括部 統括部長

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

人事総務統括 人事本部 組織人事統括部
組織人事3部 部長

足立 竜治
（あだち・りゅうじ）

●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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