2019年3月29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（2019年4月1日付）
新役職名

氏名

旧役職名

専務執行役員 兼 CHRO 人事総務統括

青野 史寛
（あおの・ふみひろ）

専務執行役員 兼 CHRO 兼 CCO 人事総務統括

常務執行役員 コンシューマ営業統括 営業第一
本部 本部長

本田 欣也
（ほんだ・きんや）

常務執行役員 コンシューマ営業統括 パート
ナー営業第一本部 本部長
兼 第1統括部 統括部長

常務執行役員 コンシューマ営業統括 営業第二
本部 本部長

高島 謙一
（たかしま・けんいち）

常務執行役員 コンシューマ営業統括 パート
ナー営業第二本部 本部長
兼 第二統括部 統括部長
兼 営業第一本部 本部長

常務執行役員 プロダクト＆マーケティング統
菅野 圭吾
括 モバイル事業推進本部 本部長
（すがの・けいご）
兼 コンシューマ事業統括 新規事業開発室 室長

常務執行役員 プロダクト＆マーケティング統
括 モバイル事業推進本部 本部長
兼 プロダクト本部 本部長
兼 コンシューマ事業統括 新規事業開発室 室長

常務執行役員 法人事業副統括

佐藤 貞弘
（さとう・さだひろ）

常務執行役員 法人事業副統括
兼 技術戦略統括 移行促進本部 本部長

常務執行役員 法人事業統括付（エンタープラ
イズ営業担当）

小菅 良宏
（こすげ・よしひろ）

常務執行役員 法人事業統括 エンタープライズ
第一営業本部 本部長

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）
兼 法人プロダクト＆事業戦略本部 本部長

藤長 国浩
（ふじなが・くにひろ）

常務執行役員 法人事業統括 法人事業戦略本部
本部長

2．執行役員の担当職務の変更（2019年4月1日付）
新役職名

執行役員 コンシューマ営業統括付

氏名

北鳴 保宏
（きたなる・やすひろ）

旧役職名

執行役員 コンシューマ営業統括 パートナー営
業第一本部 副本部長

執行役員 コンシューマ営業統括 営業第三本部
本部長

山崎 淳司
（やまさき・じゅんし）

執行役員 コンシューマ営業統括 営業第二本部
本部長
兼 営業第三本部 本部長

執行役員 プロダクト＆マーケティング統括付

馬場 一
（ばば・はじめ）

執行役員 プロダクト＆マーケティング統括 ラ
イフスタイル推進室 室長

執行役員 法人事業統括付（広域営業担当）

清水 繁宏
（しみず・しげひろ）

執行役員 法人事業統括 広域法人第二営業本部
本部長

執行役員 法人事業統括付 シニアテクノロジー
エグゼクティブ
兼 鉄道事業推進室 室長

石岡 幸則
（いしおか・ゆきのり）

執行役員 法人事業統括 鉄道・公共事業推進室
シニアテクノロジーエグゼクティブ

執行役員 法人事業統括 公共事業推進本部 本部 永田 稔雄
長
（ながた・としお）

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ティブ

執行役員 モバイル技術統括 IoTエンジニアリン 本郷 公敏
（ほんごう・まさとし）
グ本部 本部長

執行役員 法人事業統括 ICTイノベーション本
部 本部長

3．本部長の選任（2019年4月1日付）
新役職名

氏名

旧役職名

コンシューマ営業統括 営業第五本部 本部長

近藤 貴幸
（こんどう・たかゆき）

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 副本部長
兼 サービス統括部 統括部長
兼 デジタル情報推進室 室長

プロダクト＆マーケティング統括 エナジー事
業推進本部 本部長
兼 エナジー事業統括部 統括部長

中野 明彦
（なかの・あきひこ）

プロダクト＆マーケティング統括 ライフスタ
イル推進室 エナジー事業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第一営業本部 本部長

竹島 克洋
（たけしま・かつひろ）

法人事業統括 エンタープライズ第二営業本部
本部長

法人事業統括 法人第二営業本部 本部長

森田 朋愛
（もりた・ともちか）

法人事業統括 エンタープライズ第一営業本部
副本部長
兼 第一営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第三営業本部 本部長

桜井 勇人
（さくらい・はやと）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
本部長

法人事業統括 広域法人第二営業本部 本部長

古田 芳樹
（ふるた・よしき）

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 ビジネスパートナー営業本部 本
部長

井口 裕之
（いぐち・ひろゆき）

法人事業統括 法人パートナー営業本部 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 IoTサービス戦略統括部 統括部長

石田 誠司
（いしだ・せいじ）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 副本部
長
兼 ICTI戦略統括部 統括部長

法人事業統括 ICTオペレーション本部 本部長

前田 憲一郎
（まえだ・けんいちろ
う）

法人事業統括 法人運用本部 本部長

モバイル技術統括 IoT技術企画本部 本部長

丹波 廣寅
（たんば・ひろのぶ）

モバイル技術統括 IoT事業推進本部 本部長

モバイル技術統括 IoT事業開発本部 本部長

野中 孝浩
（のなか・たかひろ）

モバイル技術統括 IoTエンジニアリング本部 本
部長

モバイル技術統括 アプリケーション技術本部
本部長
兼 法人事業統括 クラウドエンジニアリング本
部 副本部長

折原 大樹
（おりはら・だいき）

IT＆ネットワーク統括 アプリケーション技術
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

IT＆ネットワーク統括 IT本部 本部長
兼 エンタープライズシステム統括部 統括部長

北澤 勝也
（きたざわ・かつや）

IT＆ネットワーク統括 IT本部 副本部長
兼 エンタープライズシステム統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT運用本部 本部長

荒川 雄司
（あらかわ・ゆうじ）

IT＆ネットワーク統括 IT本部 副本部長

人事総務統括 法務本部 本部長 兼 CCO

佐藤 英幸
（さとう・ひでゆき）

人事総務統括 法務統括部 統括部長

4．副本部長・統括部長等の選任（2019年4月1日付）
新役職名

氏名

旧役職名

コンシューマ営業統括 営業第三本部 副本部長
兼 第1営業統括部 統括部長

田口 貴将
（たぐち・よしかつ）

コンシューマ営業統括 営業第四本部 九州営業
統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第三本部 副本部長
兼 第2営業統括部 統括部長

川越 浩美
（かわごえ・ひろみ）

コンシューマ営業統括 営業第三本部 ショップ
統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業戦略本部 副本部長
兼 営業企画統括部 統括部長

井上 孝昭
（いのうえ・たかあき）

コンシューマ営業統括 営業戦略本部 営業企画
統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 副本部長
兼 プロダクト戦略統括部 統括部長
兼 COE推進室 室長

郷司 雅通
（ごうじ・まさみち）

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
兼 COE推進室 室長

プロダクト＆マーケティング統括
Y！mobile事業推進本部 副本部長
兼 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）

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

プロダクト＆マーケティング統括 BB事業推進
谷口 一成
本部 副本部長
（たにぐち・かずしげ）
兼 サービス推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 BB事業推進
本部 サービス推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
＆マーケティング戦略本部 副本部長
西村 英俊
兼 事業管理統括部 統括部長
（にしむら・ひでとし）
兼 コンシューマ事業統括 事業戦略推進室 事業
戦略推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
＆マーケティング戦略本部 事業管理統括部 統
括部長

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

島ノ江 義孝
（しまのえ・よしたか）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
副本部長
兼 第五営業統括部 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 JR営業統括部 統括部長

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 第一営業統括部 統括部長

法人事業統括 広域法人第二営業本部 副本部長
兼 第一営業統括部 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 第四営業
統括部 統括部長

法人事業統括 広域法人第二営業本部 副本部長 松田 寛司
兼 SE本部 インダストリー第3統括部 統括部長 （まつだ・ひろし）

法人事業統括 広域法人第二営業本部 副本部長
兼 SE本部 西日本SE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 副
本部長

松岡 優
（まつおか・ゆたか）

法人事業統括 広域法人第一営業本部 副本部長

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

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 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
兼 ビジネスプロモーション統括部 統括部長

山口 智弘
（やまぐち・ともひろ）

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 クラウドエンジニアリング本部
副本部長
兼 ICTイノベーション管理統括部 統括部長

小保方 剛
（おぼかた・つよし）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 副本部
長
兼 ICTイノベーション管理統括部 統括部長
兼 グローバル営業本部 副本部長

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

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 SE第3統括部 統括部長

法人事業統括 法人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

上野 邦彦
（うえの・くにひこ）

法人事業統括 法人マーケティング本部 本部長
兼 法人事業戦略本部 副本部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
副本部長
兼 戦略事業統括部 統括部長

吉田 剛
（よしだ・ごう）

法人事業統括 法人事業戦略本部 副本部長
兼 戦略事業統括部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
副本部長
兼 RPA事業推進室 室長

上永吉 聡志
（かみながよし・さと
し）

法人事業統括 プロセスマネジメント本部 副本
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 コアプロダクト企画・推進統括部 統括部長
兼 キャリアビジネス開発統括部 統括部長

竹綱 洋記
（たけつな・ひろき）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 ネット
ワークサービス第1統括部 統括部長
兼 BB法人事業推進統括部 統括部長

法人事業統括 公共事業推進本部 副本部長

赤堀 洋
（あかぼり・ひろし）

法人事業統括 法人事業戦略本部 副本部長 兼 ア
ライアンスエグゼクティブ
兼 ビジネスアライアンス統括部 統括部長

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 無線設備統括部 統括部長

柴田 克彦
（しばた・かつひこ）

モバイル技術統括 モバイルネットワーク本部
無線設備統括部 統括部長

モバイル技術統括 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

小笠原 篤司
（おがさはら・あつし）

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

モバイル技術統括 IoT技術企画本部 副本部長
兼 IoT技術戦略統括部 統括部長

桑原 正光
（くわはら・まさみつ）

モバイル技術統括 IoT事業推進本部 副本部長
兼 IoT技術統括部 統括部長

モバイル技術統括 IoT技術企画本部 副本部長
兼 AI＆データ技術統括部 統括部長

松田 慎一
（まつだ・しんいち）

モバイル技術統括 IoT事業推進本部 副本部長
兼 AI／プラットフォーム統括部 統括部長

モバイル技術統括 IoT事業開発本部 副本部長
兼 事業戦略統括部 統括部長

國信 健一郎
（くにのぶ・けんいちろ
う）

モバイル技術統括 IoTエンジニアリング本部 副
本部長

IT＆ネットワーク統括 IT戦略本部 副本部長
中澤 崇
兼 ITプロジェクトマネジメント統括部 統括部
（なかざわ・たかし）
長

IT＆ネットワーク統括 アプリケーション技術
本部 副本部長
兼 IoT企画開発統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT本部 副本部長

松本 幸助
（まつもと・こうすけ）

IT＆ネットワーク統括 IT戦略本部 副本部長
兼 ITプロジェクトマネジメント統括部 統括部
長

IT＆ネットワーク統括 ネットワーク運用本部
副本部長
兼 プラットフォーム運用統括部 統括部長

竹末 明弘
（たけすえ・あきひろ）

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

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 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 採用・人材開発統括部
統括部長
兼 未来人材推進室 室長

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本部 副
本部長

草川 和哉
（くさかわ・かずや）

法人事業統括 法人パートナー営業本部 副本部
長

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
＆マーケティング戦略本部 教育事業推進室 室
長

加藤 理啓
（かとう・りけい）

プロダクト＆マーケティング統括 ライフスタ
イル推進室 教育事業推進室 室長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
法人IP電話プロジェクト推進室 室長

唐澤 太士
（からさわ・ふとし）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 法人IP
電話プロジェクト推進室 室長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
パートナー戦略室 室長

大島 吾希洋
（おおしま・あきひろ）

法人事業統括 法人事業戦略本部 副本部長
兼 パートナー戦略室 室長

技術戦略統括 技術管理本部 FinTech ＆
Innovation室 室長

福泉 武史
（ふくいずみ・たけし）

技術戦略統括 ITサービス開発本部 本部長

技術戦略統括 CTO室 室長

瀬川 紘平
（せがわ・こうへい）

技術戦略統括 グローバル事業戦略本部 ビジネ
ス企画部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部 第1営業統 田中 昇一
（たなか・しょういち）
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第2営業統
括部 量販第2営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部 第2営業統 福地 健之
（ふくち・たけし）
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 パートナー営業第一本
部 第2統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部 第3営業統 森川 靖也
（もりかわ・やすなり）
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 パートナー営業第一本
部 第1統括部 第4部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部 第4営業統 高仲 紘彰
（たかなか・ひろあき）
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第2営業統
括部 量販第3営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第1統括部 久村 卓矢
統括部長
（くむら・たくや）

コンシューマ営業統括 パートナー営業第二本
部 第一統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第2統括部 岡川 大三
統括部長
（おかがわ・だいぞう）

コンシューマ営業統括 パートナー営業第二本
部 第二統括部 パートナー第1営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第3統括部 石丸 博之
統括部長
（いしまる・ひろゆき）

コンシューマ営業統括 営業第三本部 量販統括
部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第四本部 九州営業
統括部 統括部長

寺﨑 琢郎
（てらさき・たくろう）

コンシューマ営業統括 営業第四本部 九州営業
統括部 北部九州第一営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第四本部 中四国営
業統括部 統括部長

岩出 晴彦
（いわで・はるひこ）

コンシューマ営業統括 営業第四本部 沖縄営業
統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第五本部 第1営業統 佐野 宏一
（さの・こういち）
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第1営業統
括部 北関東信越営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業戦略本部 事業企画
統括部 統括部長

西條 祐史
（さいじょう・ゆうじ）

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 管理統括部 統括部長

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 センター統括部 統括部長

川村 知広
（かわむら・ちひろ）

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 東日本センター統括部 統括部
長

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

有馬 英介
（ありま・えいすけ）

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 ビジネスプランニ
ング部 部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 サービス統括部 統括部長

浅井 宏士
（あさい・ひろし）

コンシューマ営業統括 営業第二本部 第1営業統
括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 サービス事業開発統括部 統括部長

大石 隆行
（おおいし・たかゆき）

プロダクト＆マーケティング統括 ライフスタ
イル推進室 サービス事業開発統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 プロダクト企画統括部 統括部長

足立 泰明
（あだち・よしあき）

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
本部 戦略・企画統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 スポーツ事業統括部 統括部長

原田 賢悟
（はらだ・けんご）

プロダクト＆マーケティング統括 ライフスタ
イル推進室 スポーツ事業統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 モバイル事
業推進本部 映像コンテンツ統括部 統括部長

内藤 克彦
（ないとう・かつひこ）

プロダクト＆マーケティング統括 ライフスタ
イル推進室 映像コンテンツ統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 BB事業推進 堀田 智
（ほりた・さとる）
本部 BBマーケティング推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 BB事業推進
本部 事業推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
＆マーケティング戦略本部 プロダクト＆マー
依田 哲哉
ケティング戦略統括部 統括部長
（よだ・てつや）
兼 コンシューマ事業統括 事業戦略推進室 AI／
RPA推進統括部 統括部長

プロダクト＆マーケティング統括 プロダクト
＆マーケティング戦略本部 プロダクト＆マー
ケティング戦略統括部 統括部長

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

岩田 靖彦
（いわた・やすひこ）

プロダクト＆マーケティング統括 顧客基盤推
進本部 基盤企画部 部長

プロダクト＆マーケティング統括 顧客基盤推
進本部 UX統括部 統括部長

武智 政光
（たけち・まさみつ）

プロダクト＆マーケティング統括 顧客基盤推
進本部 品質管理部 部長

法人事業統括 法人第一営業本部 第一営業統括
部 統括部長

中野 晴義
（なかの・はるよし）

法人事業統括 エンタープライズ第二営業本部
第一営業統括部 統括部長

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

佐藤 光将
（さとう・みつまさ）

法人事業統括 エンタープライズ第二営業本部
第三営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第一営業本部 第三営業統括
部 統括部長

林 正史
（はやし・まさふみ）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
第四営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人第二営業本部 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 エンタープライズ第二営業本部
第一営業統括部 第1営業部 部長

法人事業統括 法人第二営業本部 第二営業統括
部 統括部長

楠城 英夫
（なんじょう・ひでお）

法人事業統括 エンタープライズ第一営業本部
第四営業統括部 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

濱口 寛
（はまぐち・ひろし）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
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

高橋 義典
（たかはし・よしのり）

法人事業統括 エンタープライズ第一営業本部
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 第三営業統括
部 統括部長

上島 奬司
（うえしま・しょうじ）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
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 第四営業統括
部 統括部長

門井 規郎
（かどい・のりお）

法人事業統括 エンタープライズ第二営業本部
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 第五営業統括
部 統括部長

萩原 康一
（はぎわら・こういち）

法人事業統括 エンタープライズ第三営業本部
第六営業統括部 統括部長

法人事業統括 広域法人第一営業本部 第一営業
統括部 統括部長

加藤 竜児
（かとう・りゅうじ）

法人事業統括 広域法人第一営業本部 東海第二
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 東海営業
統括部 統括部長

児島 将大
（こじま・まさひろ）

法人事業統括 広域法人第一営業本部 東海第一
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 第三営業
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 コーポ
レート営業統括部 統括部長

法人事業統括 広域法人第二営業本部 第四営業
統括部 統括部長

杉原 和茂
（すぎはら・かずしげ）

法人事業統括 広域法人第二営業本部 第四営業
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 第1 若林 卓也
（わかばやし・たくや）
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1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 第2 泉平 正道
（いずひら・まさみち）
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 統括部長

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本部 第3 森 誠一郎
（もり・せいいちろう）
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1営業
統括部 東日本営業第1部 部長

法人事業統括 ビジネスパートナー営業本部 第4 南部 頼孝
（なんぶ・よしたか）
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2営業
統括部 西日本営業第3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

平石 基紀
（ひらいし・もとき）

法人事業統括 法人パートナー営業本部 第2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
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第1
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
ICT第2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 法人パートナー営業本部 ICT第2
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
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 法人パートナー営業本部 ICT販
売推進統括部 統括部長

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

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 新規事業推
進部 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 第一ビジネスエンジニアリング統
括部 統括部長

河本 亮
（かわもと・りょう）

法人事業統括 デジタルトランスフォーメー
ション本部 第一ビジネスエンジニアリング統
括部 統括部長代行

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

田上 学
（たのうえ・まなぶ）

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 統括部長代行

法人事業統括 デジタルトランスフォーメー
ション本部 第四ビジネスエンジニアリング統
括部 統括部長

宮城 匠
（みやぎ・たくみ）

法人事業統括 エンタープライズ第一営業本部
第一営業統括部 第2営業部 部長

法人事業統括 プロセスマネジメント本部 業務
管理統括部 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 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

花山 裕一
（はなやま・ゆういち）

法人事業統括 法人プロジェクト推進本部 MTC
事業統括部 統括部長

法人事業統括 クラウドエンジニアリング本部
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 ICTイノベーション本部 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 SE本部 インダストリー第2統括
部 統括部長
兼 DX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 セールスエンジニアリン
グ統括部 統括部長

法人事業統括 SE本部 コア・エキスパート統括 菅野 徳之
（かんの・とくゆき）
部 統括部長

法人事業統括 SE本部 SE第2統括部 統括部長

法人事業統括 SE本部 戦略・エキスパート統括 久保田 健司
（くぼた・けんじ）
部 統括部長

法人事業統括 SE本部 SE第1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1統括部 統括部長

實松 裕樹
（じつまつ・ゆうき）

法人事業統括 法人運用本部 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 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

中里 一臣
（なかざと・かずと）

法人事業統括 SE本部 SE第2統括部 SE第2部
部長

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

小松 紀之
（こまつ・のりゆき）

法人事業統括 法人事業戦略本部 事業企画統括
部 事業企画部 部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
事業企画統括部 統括部長

佐藤 慎也
（さとう・しんや）

法人事業統括 法人事業戦略本部 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
システム開発統括部 統括部長

大津 朋典
（おおつ・とものり）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 システ
ム開発統括部 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 プロセス改革統
括部 統括部長

水屋 裕樹
（みずや・ひろき）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 法人業
務統括部 統括部長
兼 プロセスマネジメント本部 プロセス改革統
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
コア事業推進統括部 統括部長

中塚 博康
（なかつか・ひろやす）

法人事業統括 法人事業戦略本部 コア事業統括
部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部
ネットワークサービス統括部 統括部長

川原 正勝
（かわはら・まさかつ）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 ネット
ワークサービス第2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ES統括部 統括部長

梅村 淳史
（うめむら・あつし）

法人事業統括 ICTイノベーション本部 モバイ
ルES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
ソリューションサービス統括部 統括部長

森田 明宏
（もりた・あきひろ）

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 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統括部 統括部長
兼 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 デジタルメディア統括部 統括
部長

藤平 大輔
（ふじひら・だいすけ）

法人事業統括 法人事業戦略本部 デジタルマー
ケティング事業統括部 統括部長
兼 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 デジタルメディア統括部 統括
部長

法人事業統括 法人マーケティング本部 オンラ
インマーケティング統括部 統括部長

緒林 拓男
（おばやし・たくお）

法人事業統括 法人マーケティング本部 マーケ
ティング統括部 セールスプロモーション部 部
長

法人事業統括 公共事業推進本部 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 鉄道・公共事業推進室 鉄道・公
共事業推進統括部 統括部長

技術戦略統括 技術管理本部 システムサービス
事業統括部 統括部長
兼 アプリケーション＆コンテンツサービス統
括部 統括部長

平田 謙司
（ひらた・けんじ）

技術戦略統括 ITサービス開発本部 システム
サービス事業統括部 統括部長
兼 アプリケーション＆コンテンツサービス統
括部 統括部長

モバイル技術統括 モバイルネットワーク本部
無線企画統括部 統括部長

社本 志郎
（しゃもと・しろう）

IT＆ネットワーク統括 コア＆トランスポート
技術本部 A＆V統括部 統括部長

モバイル技術統括 IoT事業開発本部 事業開発統 中島 裕司
（なかじま・ゆうじ）
括部 統括部長

モバイル技術統括 IoT事業推進本部 事業開発統
括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT本部 ITインフラ統括
部 統括部長
鈴木 忠之
兼 モバイル技術統括 アプリケーション技術本 （すずき・ただし）
部 ITインフラ統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT本部 ITインフラ統括
部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 コア＆トランスポート
技術本部 バックボーン統括部 統括部長

榎硲 洋充
（えのさこ・ひろみつ）

IT＆ネットワーク統括 コア＆トランスポート
技術本部 ネットワーク建設統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 ネットワーク運用本部
ネットワーク運用統括部 統括部長

長友 政英
（ながとも・まさひで）

IT＆ネットワーク統括 ネットワーク運用本部
ネットワーク運用統括部 西日本ネットワーク
運用部 部長

IT＆ネットワーク統括 IT運用本部 運用システ 中辻 康幸
（なかつじ・やすゆき）
ム統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 ネットワーク運用本部
運用システム統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT運用本部 ITサービス 鈴木 雅考
（すずき・まさたか）
運用統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 ネットワーク運用本部
ITサービス運用統括部 統括部長

事業開発統括 アライアンス事業戦略本部 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 アラ
イアンス事業企画部 部長

事業開発統括 アライアンス事業戦略本部 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 アライアンス事業戦略本部 事業
開発部 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。

