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組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
 
 
平成 15 年 9 月 1 日付で、下記の通り組織変更・人事異動を実施致しましたのでお知らせ申し上げます。 
 
 

記 
 
 
 
１．組織変更 （詳しくは別紙組織図を参照下さい） 
  ■インターネット企画部をピタ事業部に改称 
  ■商品企画室を新設し、業務店マーケット向け商品サービスの企画・開発の統括と営業活動のサポート

を担当 
■メディア・コマース事業部を放送企画部に統合 
■ISP事業部を新設 

  ■業務企画室を安全品質対策室に統合 
  ■ブロードバンド技術部を新設し、自社ブロードバンド工事部門と協力工事会社に対するブロードバンド施工

技術の開発及び指導管理、並びに線路建設、取付工事、保守の全般管理を行なう 
  ■支店管理部を業務店マーケット部門に移管 
  ■店舗事業第一部を廃止 
  ■店舗事業第二部を店舗事業部に改称 
 
 
２．人事異動 
 
氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

宇野 康秀 ｳﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 
代表取締役社長、パーソナルマーケット部門、 
オフィスマーケット部門、コーポレート本部、 
店舗事業部担当  

代表取締役社長、パーソナルマーケット部門、 
オフィスマーケット部門、コーポレート本部、 
店舗事業第一部、店舗事業第二部担当 

山口 章 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 
取締役、技術本部副本部長兼ネットワーク
管理部長 

取締役、ネットワーク管理部長 

井元 通貴 ｲﾓﾄ ﾐﾁﾖｼ 
取締役、西日本支社長兼西日本支社営業部
長兼技術本部副本部長 

取締役、 
西日本支社長兼西日本支社営業部長 

高垣 佳典 ﾀｶｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 
取締役、ブロードバンドコンテンツ部長兼
放送企画部、ISP 事業部担当 

取締役、ブロードバンドコンテンツ部長兼
業務店企画統括 

二木 均 ﾆｷ ﾋﾄｼ 
CTO、オペレーション本部副本部長兼 ISP
事業部長兼 V20 プロジェクト統括室長 

CTO、オペレーション本部副本部長兼 
V20 プロジェクト統括室長 

国部 政光 ｺｸﾌﾞ ﾏｻﾐﾂ 北海道支社副支社長兼北海道支社営業部長 福岡第一支店長 



 
 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

村田 剛 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 東日本支社副支社長兼東日本支社営業部長 
東日本支社営業本部長兼東日本支社営業
部長 

伊藤 千里 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ 関東支社副支社長 
北海道支社営業本部長兼北海道支社営業
部長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 関東支社副支社長 銀座支店長 

田中 茂孝 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾀｶ 西日本支社副支社長 九州支社長兼九州支社総務部長 

津田 耕典 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 九州支社長兼九州支社総務部長 九州支社営業本部長兼九州支社営業部長 

渡部 周生 ﾜﾀﾍﾞ ﾁｶｵ 九州支社副支社長兼九州支社営業部長 那覇支店長 

小池 猛 ｺｲｹ ﾀｹﾙ 北見支店統括支店長 北見支店長 

加藤 克己 ｶﾄｳ ｶﾂﾐ 函館支店統括支店長 函館支店長 

佐藤 勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 旭川支店統括支店長 旭川支店長 

本田 司 ﾎﾝﾀﾞ ﾂｶｻ 盛岡支店統括支店長 盛岡支店長 

遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 仙台第一支店統括支店長 仙台第一支店長 

内田 正美 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ 山形支店統括支店長 山形支店長 

貴舩 靖彦 ｷﾌﾈ ﾔｽﾋｺ 郡山支店統括支店長 郡山支店長 

早瀬 典明 ﾊﾔｾ ﾉﾘｱｷ 水戸支店統括支店長 水戸支店長 

高橋 光雄 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ 宇都宮支店統括支店長 宇都宮支店長 

金井 栄次 ｶﾅｲ ｴｲｼﾞ 前橋支店統括支店長 前橋支店長 

関根 重信 ｾｷﾈ ｼｹﾞﾉﾌﾞ さいたま支店統括支店長 さいたま支店長 

福井 真史 ﾌｸｲ ﾏｻｼ 千葉支店統括支店長 渋谷第一支店長 

藤村 達彦 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 錦糸町支店統括支店長 錦糸町支店長 

金子 尚 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 渋谷第一支店統括支店長 西新宿支店長 

石本 守夫 ｲｼﾓﾄ ﾓﾘｵ 立川支店統括支店長 町田支店長 

紺野 美和 ｺﾝﾉ ﾖｼｶｽﾞ 池袋支店統括支店長 平塚支店長 

加島 紳一 ｶｼﾏ ｼﾝｲﾁ 町田支店統括支店長 横浜第一支店長 

斉藤 由晃 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 西新宿支店統括支店長 船橋支店長 

定久 誠一郎 ｻﾀﾞﾋｻ ｾｲｲﾁﾛｳ 横浜第一支店統括支店長 川越支店長 

房崎 修 ﾌｻｻﾞｷ ｵｻﾑ 富山支店統括支店長 富山支店長 

浅井 春彦 ｱｻｲ ﾊﾙﾋｺ 金沢支店統括支店長兼小松支店長 金沢支店長 

高田 貴仁 ﾀｶﾀ ﾀｶﾋﾄ 長野支店統括支店長 長野支店長 

白石 俊一朗 ｼﾗｲｼ ｼﾕﾝｲﾁﾛｳ 岐阜支店統括支店長 
ブロードバンドマンション開発一部 
チーフマネジャー 

三輪 穣 ﾐﾜ ﾕﾀｶ 静岡支店統括支店長 静岡支店長 

 
 



氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

市原 良治 ｲﾁﾊﾗ ﾘﾖｳｼﾞ 名古屋第一支店統括支店長 名古屋第一支店長 

寺崎 俊光 ﾃﾗｻｷ ﾄｼﾐﾂ 岡崎支店統括支店長 岡崎支店長 

田中 美徳 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 名古屋第二支店統括支店長 名古屋第二支店長 

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 四日市支店統括支店長 伊勢支店長 

小西 英行 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 大津支店統括支店長 大津支店長 

植村 浩嗣 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 京都支店統括支店長 京都支店長 

和多田 昌展 ﾜﾀﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 南第一支店統括支店長兼南第二支店長 南第一支店長兼南第二支店長 

宮本 保 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾓﾂ 北第一支店統括支店長 北第一支店長 

中村 敏明 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ 布施支店統括支店長 布施支店長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 江坂支店統括支店長 江坂支店長兼新大阪支店長 

久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 神戸第一支店統括支店長 神戸第一支店長 

小崎 俊之 ｺｻｷ ﾄｼﾕｷ 姫路第一支店統括支店長 姫路第一支店長 

宮下 武佳 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾖｼ 和歌山支店統括支店長 和歌山支店長 

高岡 浩志 ﾀｶｵｶ ｺｳｼ 岡山支店統括支店長 岡山支店長 

井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 広島支店統括支店長 広島支店長 

高橋 俊之輔 ﾀｶﾊｼ ｼﾕﾝﾉｽｹ 山口支店統括支店長兼下関支店長 山口支店長兼下関支店長 

榎原 光義 ｴﾊﾞﾗ ﾐﾂﾖｼ 高松支店統括支店長 高松支店長 

岡  喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 福岡第一支店統括支店長 人事総務部チーフマネジャー 

池田 徳幸 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 北九州支店統括支店長 熊本支店長 

弥栄 一樹 ﾐｴ ｶｽﾞｷ 長崎支店統括支店長 長崎支店長 

大石 達矢 ｵｵｲｼ ﾀﾂﾔ 熊本支店統括支店長 福岡第二支店長 

阪口 正晴 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 鹿児島支店統括支店長 鹿児島支店長 

山崎 勉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 那覇支店統括支店長 九州支社営業部 

猪俣 真一 ｲﾉﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 札幌第一支店長 仙台第二支店長 

日諸 伸一 ﾋﾓﾛ ｼﾝｲﾁ 滝川支店長 札幌第三支店長 

村田 佳樹 ﾑﾗﾀ ﾖｼｼｹﾞ 札幌第三支店長 滝川支店長 

山田 紀夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 八戸支店長 酒田支店長 

横山 光生 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｵ 石巻支店長 八戸支店長 

小山 浩明 ｵﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 古川支店長 石巻支店長 

古屋 公弘 ﾌﾙﾔ ｷﾐﾋﾛ 仙台第二支店長 土浦支店長 

坂部 剛 ｻｶﾍﾞ ﾂﾖｼ 酒田支店長 古川支店長 

斉藤 弘徳 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 福島支店長 古河支店長 



氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

中柴 学 ﾅｶｼﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 土浦支店長 日立支店長 

田村 幸市 ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 古河支店長 大田原支店長 

冨山 幸治 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 日立支店長 福島支店長 

石井 勝幸 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 小山支店長 高崎支店 

高野 勝正 ﾀｶﾉ ｶﾂﾏｻ 大田原支店長 小山支店長 

金子 英夫 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 高崎支店長 小田原支店長 

川端 尚久 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾋｻ 川越支店長 市川支店長 

植田 淳夫 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｵ 本庄支店長 相模原支店長 

今関 竜治 ｲﾏｾﾞｷ ﾘﾕｳｼﾞ 船橋支店長 千葉支店長 

田利 幸市 ﾀﾘ ｺｳｲﾁ 成田支店長 柏支店長 

鈴木 寿文 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 茂原支店長 木更津支店長 

山口 幸造 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｿﾞｳ 柏支店長 茂原支店長 

中村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 木更津支店長 上野支店長 

平野 晴之 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾕｷ 市川支店長 成田支店長 

松井 孝之 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 練馬支店長  池袋支店マネジャー 

羽賀 一寿 ﾊｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ ひばりが丘支店長 立川支店長 

芝池 浩 ｼﾊﾞｲｹ ﾋﾛｼ 上野支店長 蒲田支店長 

西村 勇太 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 府中支店長 ひばりが丘支店長 

中田 道哉 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾁﾔ 蒲田支店長 上野支店マネジャー 

池田 成希 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞｷ 五反田支店長 銀座支店 

一瀬 秀征 ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 銀座支店長 藤沢支店長 

山﨑 周治 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾕｳｼﾞ 世田谷支店長 府中支店長 

芳賀 洋文 ﾊｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 渋谷第二支店長 五反田支店長 

小林 隆浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 相模原支店長 高崎支店長 

森岡 靖 ﾓﾘｵｶ ﾔｽｼ 藤沢支店長 渋谷第二支店長 

浅間 修一 ｱｻﾏ ｼﾕｳｲﾁ 横須賀支店長 川崎支店長 

内藤 浩之 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 川崎支店長 練馬支店長 

長坂 佳彦 ﾅｶﾞｻｶ ﾖｼﾋｺ 平塚支店長 池袋支店長 

佐藤 敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 小田原支店長 横須賀支店長 

山本 一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 福井支店長 小松支店長 

平川 智一 ﾋﾗｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 茅野支店長 浜松支店 

溝口 博志 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大垣支店長 岐阜支店長 



氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

小川 宗一 ｵｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 富士支店長 富士支店 

芦沢 幸一 ｱｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 名古屋東支店長 茅野支店長 

竹川 幸浩 ﾀｹｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 新大阪支店長 札幌第一支店長 

山田 敏雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 福岡南支店長 福岡第二支店 

山崎 富明 ﾔﾏｻｷ ﾄﾐｱｷ 福岡第二支店長 宮崎支店長 

西ノ村 幸博 ﾆｼﾉﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 宮崎支店長 都城支店長 

池村 紳 ｲｹﾑﾗ ｼﾝ 都城支店長 那覇支店 

河野 昭典 ｶﾜﾉ ｱｷﾉﾘ 川内支店長 北九州支店 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ 
BB 江戸川ブロック長兼江戸川地区ブロード
バンド営業部長 

江戸川地区ブロードバンド営業部長 

増田 竜生 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾕｳｾｲ 
BB 池袋ブロック長兼池袋地区ブロードバン
ド営業部長兼さいたま地区ブロードバンド
営業部長 

池袋地区ブロードバンド営業部長 

山本 進一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 

BB 新宿ブロック長兼新宿地区ブロードバン
ド営業部長兼東京中央地区ブロードバンド
第一営業部長兼東京中央地区ブロードバン
ド第二営業部長 

新宿地区ブロードバンド営業部長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ 
BB 品川ブロック長兼品川地区ブロードバン
ド営業部長兼川崎地区ブロードバンド営業
部長 

品川地区ブロードバンド営業部長 

福岡 昭一 ﾌｸｵｶ ｼﾖｳｲﾁ 
BB 大阪ブロック長兼大阪地区ブロードバン
ド営業部長 

大阪地区ブロードバンド営業部長 

村田 俊哉 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾔ 新横浜地区ブロードバンド営業部長 
東京中央地区ブロードバンド 
第一営業部長 

伊藤 隆博 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ピタ事業部長 インターネット企画部長 

田畑 和弘 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 支店管理部長兼営業推進室長 支店管理部長 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 商品企画室長 関東支社副支社長 

門田 英成 ｶﾄﾞﾀ ﾋﾃﾞﾅﾘ ブロードバンド技術部長 業務企画室長 

一木 広治 ｲﾁｷ ｺｳｼﾞ 総合企画室長兼コーポレートデザイン室長 総合企画室長 

加藤 章二 ｶﾄｳ ｼﾖｳｼﾞ 店舗事業部長兼金融事業企画部長 店舗事業第二部長兼金融事業企画部長 

以 上 


