2020 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（2020 年 4 月 1 日付）
新役職名

常務執行役員 コンシューマ営業統括
付（量販チャネル担当）
兼 パートナー営業本部 本部長

常務執行役員 コンシューマ営業統括
付（ショップチャネル担当）
兼 営業第二本部 本部長

氏名

本田 欣也
（ほんだ・きんや）

高島 謙一
（たかしま・けんいち）

常務執行役員 プロダクト＆マーケテ
ィング統括付（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 プロダクト＆マーケテ
ィング統括付（ワイモバイル事業／サ
ービス企画担当）
兼 Y!mobile 事業推進本部 本部長
兼 サービス企画本部 本部長

常務執行役員 プロダクト＆マーケテ
ィング統括付（事業戦略／グループシ
ナジー推進担当）
兼 グループシナジー推進室 室長

旧役職名

常務執行役員 コンシューマ営業統括
パートナー第一本部 本部長
兼 営業第一本部 本部長

常務執行役員 コンシューマ営業統括
パートナー第二本部 本部長

常務執行役員 プロダクト＆マーケテ
菅野 圭吾
（すがの・けいご）

ィング統括 モバイル事業推進本部 本
部長
兼 コンシューマ事業統括 新規事業開
発室 室長

寺尾 洋幸
（てらお・ひろゆき）

常務執行役員 プロダクト＆マーケテ
ィング統括 Y!mobile 事業推進本部
本部長
兼 サービス企画本部 本部長

桶谷 拓
（おけたに・たく）

常務執行役員 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 本部長
兼 コンシューマ事業統括 事業戦略推
進室 室長

※ 桶谷 拓は、2020 年 4 月 1 日付で Z ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員 GCSO（Group Chief Synergy Officer）に就任
し、当社グループ内のさらなるシナジー創出に取り組み、成長戦略を推進します。

2．執行役員の選任（2020 年 4 月 1 日付）
新役職名

執行役員 モバイル技術統括 エリアネ
ットワーク本部 本部長

氏名

旧役職名

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 副本部長
兼 関東ネットワーク技術統括部 統括
部長

3．執行役員の担当職務の変更（2020 年 4 月 1 日付）
新役職名

氏名

旧役職名

執行役員 コンシューマ営業統括 営業

山崎 淳司

執行役員 コンシューマ営業統括 営業

第一本部 本部長

（やまさき・じゅんし）

第二本部 本部長

執行役員 モバイル技術統括 モバイル

関和 智弘

執行役員 IT＆ネットワーク統括 コ

ネットワーク本部 本部長

（せきわ・ともひろ）

ア＆トランスポート技術本部 本部長

4．本部長等の選任（2020 年 4 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 コ
ミュニケーション本部 本部長
兼 ブランド推進室 室長
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 メディア統
括部 統括部長

コンシューマ営業統括 東日本エリア
営業本部 本部長

宮園 香代子
（みやぞの・かよこ）

コンシューマ営業統括 西日本エリア
営業本部 本部長

近藤 貴幸
（こんどう・たかゆき）

コンシューマ営業統括 営業第四本部
本部長

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 副本部長
兼 パートナービジネス統括部 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 本部長
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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
本部長
兼 事業戦略統括部 統括部長

西村 英俊
（にしむら・ひでとし）

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
兼 事業戦略統括部 統括部長
兼 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 コ
ミュニケーション本部 本部長

谷津 公啓
（たにつ・きみひろ）

コンシューマ営業統括 営業第三本部
本部長

法人事業統括 プロセスマネジメント
本部 本部長

村上 忠久
（むらかみ・ただひさ）

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
法人事業統括 法人プロダクト＆事業

竹綱 洋記

兼 コアプロダクト企画・推進統括部

戦略本部 本部長

（たけつな・ひろき）

統括部長
兼 キャリアビジネス開発統括部 統括
部長

モバイル技術統括 ソリューションシ

岩崎 誠

ステム開発本部 本部長

（いわさき・まこと）

モバイル技術統括 5G ＆ IoT ソリュ
ーション本部 本部長

野田 真
（のだ・まこと）

モバイル技術統括 モバイルネットワ
ーク本部 本部長

モバイル技術統括 IT-OT イノベーシ
ョン本部 本部長

丹波 廣寅
（たんば・ひろのぶ）

モバイル技術統括 IoT ＆ AI 技術本
部 本部長
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モバイル技術統括 モバイル IT 推進本
部 本部長
兼 無線プロセス統括部 統括部長

モバイル技術統括 5G ＆ IoT エンジ
ニアリング本部 本部長

本郷 公敏
（ほんごう・まさとし）

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 デバイス＆AI 技術
本部 本部長

小林 丈記
（こばやし・たけのり）

モバイル技術統括 デバイス技術本部
本部長

IT＆ネットワーク統括 コア＆トラン
IT＆ネットワーク統括 IP＆トランス
ポート技術本部 本部長

大矢 晃之
（おおや・てるゆき）

IT＆ネットワーク統括 コアネットワ

船曵 洋一

ーク本部 本部長

（ふなびき・よういち）

事業開発統括 投資事業戦略本部 本部
長

ジョニー・ユー

スポート技術本部 副本部長
兼 IT＆ネットワーク統括 コア＆トラ
ンスポート技術本部 C＆I 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 副本部長
兼 コアネットワーク統括部 統括部長

事業開発統括 ライフサイエンス事業
＆投資戦略本部 本部長

事業開発統括 技術投資戦略本部 本部
長

高田 徹
（たかた・とおる）

事業開発統括 技術投資戦略本部 担当
部長

広報本部 本部長

栃原 且将
（とちはら・かつまさ）

広報室 室長
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人事総務統括 CSR 本部 本部長
兼 SDGs 推進室 室長

池田 昌人
（いけだ・まさと）

人事総務統括 CSR 統括部 統括部長

5．副本部長・統括部長等の選任（2020 年 4 月 1 日付）
新役職名

氏名

旧役職名

技術戦略統括 グローバル事業戦略本
部 本部長
兼 グローバル通信事業統括部 統括部
長

北原 秀文
（きたはら・ひでぶみ）

技術戦略統括 グローバル事業戦略本
部 本部長

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 本部
長
兼 CoE 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 本部
長

コンシューマ営業統括 パートナー営
業本部 副本部長
兼 戦略統括部 統括部長

高仲 紘彰
（たかなか・ひろあき）

コンシューマ営業統括 営業第一本部
第 2 営業統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 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

田中 昇一
（たなか・しょういち）

コンシューマ営業統括 パートナー第
一本部 パートナー第 1 統括部 統括部
長

コンシューマ営業統括 営業第一本部
副本部長
兼 BB 営業統括部 統括部長

福地 健之
（ふくち・たけし）

コンシューマ営業統括 パートナー第
一本部 パートナー第 3 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 副本部長
兼 センター統括部 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 営業第二本部
副本部長
兼 第 2 営業統括部 統括部長
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プロダクト＆マーケティング統括 サ
ービス企画本部 副本部長
兼 コンテンツ推進統括部 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 サ
ービス企画本部 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 プ
ロダクト本部 副本部長
兼 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 モ
バイル事業推進本部 プロダクト企画
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 第一営業統括部 統括部長

法人事業統括 クラウドエンジニアリ
ング本部 副本部長
兼 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 ICT オペレーション本
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 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 法人マーケティング本
部 副本部長
兼 マーケティング戦略統括部 統括部
長

吉田 剛
（よしだ・ごう）

小林 俊介
（こばやし・しゅんす
け）

中里 一臣
（なかざと・かずと）

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

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

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

上永吉 聡志
（かみながよし・さと

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 副本部長

し）

兼 RPA 事業推進室 室長

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 インサイドセールス統括部 統括部
長
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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 無線構築統括部 統括部長
兼 周波数企画室 室長

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 副本部長
兼 無線設備統括部 統括部長
兼 周波数企画室 室長

モバイル技術統括 5G ＆ IoT ソリュ
ーション本部 副本部長
兼 インダストリーソリューション統
括部 統括部長

中島 裕司
（なかじま・ゆうじ）

モバイル技術統括 IoT 事業開発本部
事業開発統括部 統括部長

折原 大樹
（おりはら・だいき）

モバイル技術統括 アプリケーション
技術本部 本部長

モバイル技術統括 IT-OT イノベーシ
ョン本部 副本部長
兼 CoE 統括部 統括部長

モバイル技術統括 5G ＆ IoT エンジ
ニアリング本部 副本部長
兼 IoT 技術統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT 戦略本部
副本部長
兼 IT 推進統括部 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 ＆ AI 技術本
部 副本部長
兼 IoT 技術戦略統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT 戦略本部
副本部長

中澤 崇
（なかざわ・たかし）

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 IT 本部 副本
部長

野中 孝浩
（のなか・たかひろ）

モバイル技術統括 IoT 事業開発本部
本部長

IT＆ネットワーク統括 IT 運用本部
副本部長
兼 モバイル技術統括 ソリューション
システム開発本部 副本部長
兼 IT＆ネットワーク統括 IT 運用本
部 運用システム統括部 統括部長

中辻 康幸
（なかつじ・やすゆき）

IT＆ネットワーク統括 IT 運用本部
運用システム統括部 統括部長
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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

髙﨑 洋介
（たかさき・ようすけ）

事業開発統括 ライフサイエンス事業
＆投資戦略本部 ライフサイエンス事
業統括部 統括部長

事業開発統括 技術投資戦略本部 副本
部長
兼 事業開発統括部 統括部長

吉田 威典
（よしだ・たけのり）

事業開発統括 技術投資戦略本部 戦略
開発統括部 統括部長

財務統括 財務戦略本部 副本部長

秋山 修
（あきやま・おさむ）

財務統括 財務戦略本部 資金調達部
部長

小籔 康博

財務統括 コストマネジメント本部 戦

（こやぶ・やすひろ）

略統括部 統括部長

財務統括 コストマネジメント本部 副
本部長
兼 戦略統括部 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 グループ人事統括室 室長
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 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

プロダクト＆マーケティング統括 プ
コンシューマ営業統括 営業戦略本部
AI／RPA 推進室 室長

水戸 洋之
（みと・ひろゆき）

技術戦略統括 AI 戦略室 室長

松田 慎一
（まつだ・しんいち）
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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 プロジェクト推進部 部長

モバイル技術統括 IoT ＆ AI 技術本
部 副本部長
兼 AI＆データ技術統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IX 事業推進室
室長

福智 道一
（ふくち・みちかず）

技術戦略統括 人材戦略室 IX 事業推
進室 室長

IT＆ネットワーク統括 BBB 事業推進
室 室長

戸坂 豪臣
（とさか・ひでとし）

技術戦略統括 人材戦略室 BBB 事業
推進室 室長

コンシューマ営業統括 パートナー営
業本部 第 2 営業統括部 統括部長

久村 卓矢
（くむら・たくや）

コンシューマ営業統括 東日本エリア

青野 朋章

コンシューマ営業統括 営業戦略本部

営業本部 関東第 1 統括部 統括部長

（あおの・ともあき）

担当部長

コンシューマ営業統括 東日本エリア

森川 靖也

コンシューマ営業統括 営業第一本部

営業本部 関東第 2 統括部 統括部長

（もりかわ・やすなり）

第 1 営業統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 東日本エリア
営業本部 北海道東北統括部 統括部長

小林 孝司
（こばやし・たかし）

コンシューマ営業統括 西日本エリア
営業本部 東海関西統括部 統括部長

石丸 博之
（いしまる・ひろゆき）
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コンシューマ営業統括 パートナー第
一本部 パートナー第 2 統括部 統括部
長

コンシューマ営業統括 パートナー第
一本部 パートナー第 1 統括部 第 2
営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部
第 3 営業統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 西日本エリア
営業本部 中四国九州統括部 統括部長

堀田 智
（ほりた・さとる）

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

コンシューマ営業統括 営業第一本部
第 1 営業統括部 統括部長

佐野 宏一
（さの・こういち）

コンシューマ営業統括 営業第四本部
第 1 営業統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部
第 2 営業統括部 統括部長

廣田 健太郎
（ひろた・けんたろう）

コンシューマ営業統括 営業第二本部
第 1 営業統括部 広域営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部

伊藤 大悟

コンシューマ営業統括 営業第二本部

第 3 営業統括部 統括部長

（いとう・だいご）

第 1 営業統括部 埼玉営業部 部長

コンシューマ営業統括 営業第一本部

杉浦 郁朗

コンシューマ営業統括 営業第二本部

第 4 営業統括部 統括部長

（すぎうら・いくろう）

第 2 営業統括部 西東海営業部 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 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 営業第三本部
中四国営業統括部 統括部長

コンシューマ営業統括 営業第二本部
第 3 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 営業第三本部
九州営業統括部 統括部長
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コンシューマ営業統括 営業第二本部
パートナー営業統括部 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 パートナービジ
ネス統括部 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 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 サ
ービス企画本部 サービス企画統括部
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 オウンドメディア統
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 UX 推進統括部 統括
部長

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 コミュニケー
ション統括部 統括部長
兼 ブランド推進室 室長

岡川 大三
（おかがわ・だいぞう）

コンシューマ営業統括 パートナー第
二本部 パートナー第 1 統括部 統括部
長

金田 英志
（かねだ・えいじ）

プロダクト＆マーケティング統括 モ
バイル事業推進本部 パートナービジ
ネス統括部 パートナービジネス 1 部
部長

神田 喜一郎
（かんだ・きいちろう）

前川 大
（まえかわ・だい）

牛田 裕章
（うしだ・ひろあき）

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

プロダクト＆マーケティング統括 サ
ービス企画本部 サービス企画統括部
シニアプロジェクトディレクター

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 コミュニケー
ション統括部 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 UX 統括部 統括部長

浅井 宏士
（あさい・ひろし）

プロダクト＆マーケティング統括 サ
ービス企画本部 サービス企画統括部
統括部長
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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 メディア統括
部 統括部長

井上 大輔
（いのうえ・だいすけ）

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

楠城 英夫
（なんじょう・ひでお）

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

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

平川 裕貴
（ひらかわ・ゆうき）

法人事業統括 法人第二営業本部 第三
営業統括部 第 3 営業部 部長

法人事業統括 法人第二営業本部 第一

楠橋 佑樹

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

（くすはし・ゆうき）

営業統括部 第 2 営業部 部長

法人事業統括 法人第二営業本部 第二

児島 将大

法人事業統括 広域法人第一営業本部

営業統括部 統括部長

（こじま・まさひろ）

東海営業統括部 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

山﨑 真人
（やまざき・まさと）

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

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

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
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法人事業統括 広域法人第二営業本部
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 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 ビジネスパートナー営
業本部 第 1 営業統括部 統括部長

爲房 利行
（ためふさ・としゆき）

法人事業統括 広域法人第二営業本部
第二営業統括部 統括部長

中野 晴義
（なかの・はるよし）

法人事業統括 法人第一営業本部 第一
営業統括部 統括部長

法人事業統括 プロセスマネジメント

八木 英博

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

（やぎ・ひでひろ）

本部 業務管理統括部 統括部長

法人事業統括 プロセスマネジメント

中山 佳一

法人事業統括 広域法人第二営業本部

本部 業務戦略統括部 統括部長

（なかやま・よしかず）

営業推進部 部長

法人事業統括 クラウドエンジニアリ
ング本部 IoT サービス統括部 統括部

鈴木 幸一郎
（すずき・こういちろ

法人事業統括 クラウドエンジニアリ
ング本部 IoT サービス統括部 IoT・

長

う）

AI Service Design 部 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

菅野 徳之
（かんの・とくゆき）

法人事業統括 SE 本部 コア・エキス
パート統括部 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 第二ビジネスエン
ジニアリング統括部 統括部長
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法人事業統括 SE 本部 インダストリ
ー第 3 統括部 統括部長

安藤 和也
（あんどう・かずや）

法人事業統括 SE 本部 インダストリ
ー第 1 統括部 サービス SE 部 部長

法人事業統括 SE 本部 インダストリ
ー第 4 統括部 統括部長

久保田 健司
（くぼた・けんじ）

法人事業統括 SE 本部 インダストリ
ー第 3 統括部 統括部長

法人事業統括 SE 本部 エキスパート
第 1 統括部 統括部長

菅谷 英行
（すがや・ひでゆき）

法人事業統括 SE 本部 インダストリ
ー第 1 統括部 公共 SE 部 部長

法人事業統括 SE 本部 エキスパート

福嶋 一穂

法人事業統括 SE 本部 SE 企画推進

第 2 統括部 統括部長

（ふくしま・かずほ）

部 担当部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業

加藤 竜児

法人事業統括 広域法人第一営業本部

戦略本部 事業管理統括部 統括部長

（かとう・りゅうじ）

第一営業統括部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 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
ス設計統括部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 法人事業・プロダクト統括
部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
水屋 裕樹
（みずや・ひろき）

唐澤 太士
（からさわ・ふとし）
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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

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

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 統括部長

森田 明宏
（もりた・あきひろ）

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

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 2 統括部 統括部長

村松 浩行
（むらまつ・ひろゆき）

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 事業開発支
援室 室長

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 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 法人サービス施策推進統括
部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 コミュニケーション事業統
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 キャリアビジネス開発統括
部 統括部長

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 デジタルオートメーション
事業第 2 統括部 統括部長

石井 基章
（いしい・もとあき）

中塚 博康
（なかつか・ひろやす）

川原 正勝
（かわはら・まさかつ）

星野 貴史
（ほしの・たかふみ）

梅村 淳史
（うめむら・あつし）
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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 クラウドボイスサービス部 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

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

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 キャリアビジネス開発統括
部 キャリアビジネスサービス部 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

法人事業統括 法人プロダクト＆事業
戦略本部 セキュリティ事業統括部 統
括部長

中野 博徳
（なかの・ひろのり）

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 ソリューションサービス第 1 部
部長

法人事業統括 法人マーケティング本
部 インサイドセールス統括部 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 オンラインマーケティング統括部
統括部長

モバイル技術統括 モバイルネットワ
ーク本部 無線開発統括部 統括部長

社本 志郎
（しゃもと・しろう）

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

モバイル技術統括 モバイルネットワ

酒井 尚之

ーク本部 無線設計統括部 統括部長

（さかい・なおゆき）

モバイル技術統括 ソリューションシ
ステム開発本部 無線プロセス統括部
統括部長

モバイル技術統括 ソリューションシ
ステム開発本部 業務システム統括部
統括部長

モバイル技術統括 エリアネットワー
ク本部 エリア戦略統括部 統括部長

上原 啓二
（うえはら・けいじ）

モバイル技術統括 モバイルネットワ
ーク本部 シニアネットワークディレ
クター

モバイル技術統括 モバイル IT 推進本
部 無線プロセス統括部 無線設計シス
テム部 部長

榊 博之
（さかき・ひろゆき）

モバイル技術統括 モバイル IT 推進本
部 業務システム統括部 統括部長

磯﨑 琢
（いそざき・たく）

モバイル技術統括 エリアネットワー
ク本部 エリアソリューション統括部
統括部長

16

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

武田 大輔
（たけだ・だいすけ）

モバイル技術統括 エリアネットワー
ク本部 関西ネットワーク技術統括部
統括部長

モバイル技術統括 エリアネットワー
ク本部 関西ネットワーク技術統括部
統括部長

立石 誠一
（たていし・せいいち）

モバイル技術統括 エリアネットワー
ク本部 九州ネットワーク技術部 部長

モバイル技術統括 5G ＆ IoT ソリュ

國信 健一郎

モバイル技術統括 IoT 事業開発本部

ーション本部 企画推進統括部 統括部
長

（くにのぶ・けんいちろ
う）

副本部長
兼 事業戦略統括部 統括部長

モバイル技術統括 5G ＆ IoT ソリュ
ーション本部 コアソリューション統
括部 統括部長

モバイル技術統括 IT-OT イノベーシ
ョン本部 ソリューション開発統括部
統括部長

モバイル技術統括 IT-OT イノベーシ
ョン本部 サービス基盤統括部 統括部
長

モバイル技術統括 IT-OT イノベーシ
ョン本部 プラットフォーム統括部 統
括部長

浅沼 邦光
（あさぬま・くにみつ）

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 ア
ドバンスド事業推進部 部長

新居 久朋

モバイル技術統括 アプリケーション

（あらい・ひさとも）

技術本部 ソリューション開発部 部長

橘井 崇
（きつい・たかし）

鈴木 利昌
（すずき・としまさ）
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モバイル技術統括 IoT ＆ AI 技術本
部 プラットフォーム技術統括部 統括
部長

モバイル技術統括 アプリケーション
技術本部 IoT プラットフォーム開発
部 部長

モバイル技術統括 デバイス＆AI 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）

モバイル技術統括 デバイス技術本部
IoT デバイス統括部 デバイス品質部
部長

モバイル技術統括 デバイス＆AI 技術
本部 プロダクト企画統括部 統括部長

早田 叔弘
（はやた・よしひろ）

モバイル技術統括 デバイス技術本部
プロダクト企画統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IT 戦略本部
IT 戦略統括部 統括部長

吉川 直樹
（よしかわ・なおき）

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

松岡 正喜
（まつおか・まさき）

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 モバ

後町 勝紀

イルシステム統括部 統括部長

（ごちょう・かつのり）

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 BB
システム統括部 統括部長

岡口 輝雄
（おかぐち・てるお）

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 法人
システム統括部 統括部長

佐野 義光
（さの・よしみつ）
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IT＆ネットワーク統括 IT 戦略本部
IT プロセスマネジメント統括部 統括
部長

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

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 IT 計
画管理統括部 プロジェクトマネジメ
ント部 部長

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 基幹
システム統括部 統合基幹システム部
部長

IT＆ネットワーク統括 IT 本部 コン
シューマシステム統括部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IP＆トランス
ポート技術本部 ネットワークサービ
ス統括部 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 バックボーン統括
部 統括部長

IT＆ネットワーク統括 IP＆トランス
ポート技術本部 バックホール統括部
統括部長

佐々木 勝
（ささき・まさる）

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 エリアネットワーク部 部長

事業開発統括 投資事業戦略本部 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 ポートフォリオマネジ

小川 幸司

事業開発統括 ポートフォリオマネジ

メント本部 業務推進統括部 統括部長

（おがわ・こうじ）

メント本部 RPAI 統括部 統括部長

財務統括 経営企画本部 事業計画統括

佐々木 雄大

財務統括 経営企画本部 事業計画部

部 統括部長

（ささき・ゆうだい）

部長

財務統括 経営企画本部 法人事業管理
統括部 統括部長

飯合 祐夫
（いいあい・さちお）

財務統括 経営企画本部 事業管理統括
部 統括部長

財務統括 経営企画本部 関連事業統括
部 統括部長

塩谷 崇
（しおたに・たかし）

財務統括 経営企画本部 関連事業部
部長
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事業開発統括 ライフサイエンス事業
＆投資戦略本部 事業推進統括部 統括
部長

財務統括 コストマネジメント本部 予
算管理統括部 統括部長

三浦 昭次郎
（みうら・しょうじろ
う）

財務統括 コストマネジメント本部 企
画統括部 予算管理部 部長

財務統括 コストマネジメント本部 購
買統括部 統括部長

東條 敦
（とうじょう・あつし）

財務統括 コストマネジメント本部
TU コスト管理・購買統括部 統括部
長

渉外本部 通信サービス統括部 統括部
長

吉岡 淳
（よしおか・じゅん）

渉外本部 約款・サービス部 部長

法人事業統括 ビジネスパートナー営
法人事業統括 ビジネスパートナー営

小針 直人

業本部 第 3 営業統括部 営業第 2 部

業本部 ICT 営業統括部 統括部長

（こばり・なおと）

営業第 2 課 担当部長
兼 ICT 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

山田 耕作

業本部 ICT 営業推進統括部 統括部長

（やまだ・こうさく）

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

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 営業第 2 部
営業第 2 課 担当部長

プロダクト＆マーケティング統括 モ
永谷 博規
（ながたに・ひろき）

バイル事業推進本部
SoftBankSELECTION 事業推進室
担当部長

l 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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