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人事異動に関するお知らせ 

 
平成17年9月1日付で、下記の通り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 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

小池 猛 ｺｲｹ ﾀｹﾙ 苫小牧支店統括支店長 北見支店統括支店長 

山田 紀夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 盛岡支店統括支店長 八戸支店長 

小出 雅哉 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾔ 新潟支店統括支店長 名古屋西支店長 

斉藤 弘徳 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 長野支店統括支店長 長野支店統括支店長兼飯田支店長 

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

貴舩 靖彦 ｷﾌﾈ ﾔｽﾋｺ 渋谷第一支店統括支店長 西新宿支店統括支店長 

宮本 保 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾓﾂ 横浜第一支店統括支店長 江坂支店統括支店長 

浅井 春彦 ｱｻｲ ﾊﾙﾋｺ 静岡支店統括支店長 金沢支店統括支店長 

久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 名古屋第一支店統括支店長 神戸第一支店統括支店長兼神戸第二支店長

房崎 修 ﾌｻｻﾞｷ ｵｻﾑ 岐阜支店統括支店長 池袋支店統括支店長兼ひばりが丘支店長 

高田 貴仁 ﾀｶﾀ ﾀｶﾋﾄ 金沢支店統括支店長 岐阜支店統括支店長 

植村 浩嗣 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 神戸第一支店統括支店長兼神戸第二支店長 北第一支店統括支店長 

井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 北第一支店統括支店長 広島第一支店統括支店長 

 
 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

榎原 光義 ｴﾊﾞﾗ ﾐﾂﾖｼ 江坂支店統括支店長 高松支店統括支店長 

白石 俊一朗 ｼﾗｲｼ ｼﾕﾝｲﾁﾛｳ 広島第一支店統括支店長兼東広島支店長 静岡支店統括支店長 

中村 敏明 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ 高松支店統括支店長 布施支店統括支店長 

高岡 浩志 ﾀｶｵｶ ｺｳｼ 岡山支店統括支店長 岡山支店統括支店長兼津山支店長 

弥栄 一樹 ﾐｴ ｶｽﾞｷ 熊本支店統括支店長 長崎支店統括支店長 

大石 達矢 ｵｵｲｼ ﾀﾂﾔ 長崎支店統括支店長 熊本支店統括支店長 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ 
北関東支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンドさいたま支店長 

東東京支社ブロードバンド統括支店長兼ブロ

ードバンド江戸川支店長 

池田 順一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 
北東京支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンド池袋支店長 

北関西支社ブロードバンド統括支店長兼ブロ

ードバンド神戸支店長 

岡村 仁 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 
南東京支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンド東京中央支店長 
ブロードバンド世田谷支店長 

岡  喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 
東東京支社ブロードバンド江戸川ブロック統括支

店長兼ブロードバンド江戸川支店長 
ブロードバンド法人部チーフマネジャー 

阿部 貴浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 
東東京支社ブロードバンド千葉ブロック統括支店

長兼ブロードバンド千葉支店長 
ブロードバンド千葉支店長 

満田 光 ﾐﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 
横浜支社ブロードバンド統括支店長兼ブロード

バンド横浜支店長 
ブロードバンド横浜支店長 

半田 英智 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 
西関東支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンド立川支店長 

九州支社ブロードバンド統括支店長兼ブロード

バンド福岡支店長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 
北関西支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンド神戸支店長 

南関西支社ブロードバンド統括支店長兼ブロ

ードバンド大阪支店長 

増田 竜生 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾕｳｾｲ 
南関西支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンド大阪支店長 

北東京支社ブロードバンド統括支店長兼ブロ

ードバンド池袋支店長 

越後 弘光 ｴﾁｺﾞ ﾋﾛﾐﾂ 
九州支社ブロードバンド統括支店長兼ブロード

バンド福岡支店長 
ブロードバンド吉祥寺支店長 

谷藤 浩貴 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾛｷ 札幌第三支店長 苫小牧支店長 

斉藤 克明 ｻｲﾄｳ ｶﾂｱｷ 北見支店長 札幌第二支店 

村田 佳樹 ﾑﾗﾀ ﾖｼｼｹﾞ 室蘭支店長 札幌第三支店長 

 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

高井 竜介 ﾀｶｲ ﾘﾕｳｽｹ 石巻支店長 仙台第二支店長 

坂野 秀司 ｻｶﾉ ｼﾕｳｼﾞ 八戸支店長 石巻支店長 

田利 幸市 ﾀﾘ ｺｳｲﾁ 上越支店長 成田支店長 

高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 飯田支店長 上田支店長 

藤森 智成 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾅﾘ 松本支店長 平塚支店長 

中島 誠 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 上田支店長 松本支店長兼茅野支店長 

高橋 英一 ﾀｶﾊｼ ｴｲｲﾁ 茅野支店長 長野支店 

土屋 正敏 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾄｼ 本庄支店長 品川支店 

酒井 啓二 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ ひばりが丘支店長 練馬支店長 

佐野 圭太 ｻﾉ ｹｲﾀ 西新宿支店長 戸塚支店長 

芦沢 幸一 ｱｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 練馬支店長 多治見支店長 

齋藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝ 世田谷支店長 新宿支店 

金子 輝之 ｶﾈｺ ﾃﾙﾕｷ 錦糸町支店長 池袋支店マネジャー 

山﨑 周治 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾕｳｼﾞ 品川支店長 世田谷支店長 

斉藤 由晃 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 土浦支店長 錦糸町支店長 

今関 竜治 ｲﾏｾﾞｷ ﾘﾕｳｼﾞ 成田支店長 ブロードバンド船橋支店長 

浅野 明仁 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾄ 鹿嶋支店長 古河支店長 

中柴 学 ﾅｶｼﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 古河支店長 土浦支店長 

植田 淳夫 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｵ 戸塚支店長 本庄支店長 

伊澤 裕紀 ｲｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 平塚支店長 町田支店 

吉野 孝弘 ﾖｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 富士支店長 沼津支店 

山本 一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 名古屋西支店長 福井支店長 

布川 吉洋 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 一宮支店長 高岡支店長 

寺崎 俊光 ﾃﾗｻｷ ﾄｼﾐﾂ 春日井支店長 岡崎支店長 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

絹村 和夫 ｷﾇﾑﾗ ｶｽﾞｵ 岡崎支店長 中部支社営業部 

大西 秀則 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 豊橋支店長 岡崎支店 

伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 大垣支店長 名古屋第一支店 

溝口 博志 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 多治見支店長 大垣支店長 

長田 真 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 福井支店長 一宮支店長 

大谷 充生 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂｵ 高岡支店長 豊橋支店長 

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 津支店長 伊勢支店長兼松阪支店長 

宇野 佳隆 ｳﾉ ﾖｼﾀｶ 伊勢支店長兼松阪支店長 春日井支店長 

中西 光一 ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ 近江八幡支店長 京都南支店長 

菅野 雄大 ｽｶﾞﾉ ﾀｹﾋﾛ 京都南支店長 尼崎支店長 

奥田 展久 ｵｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 京都西支店長 川西支店長 

福原 正樹 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻｷ 西宮支店長 神戸第一支店 

安井 誠 ﾔｽｲ ﾏｺﾄ 尼崎支店長 京都支店 

丹下 靖史 ﾀﾝｹﾞ ﾔｽﾌﾐ 川西支店長 京都西支店長 

森 茂彦 ﾓﾘ ｼｹﾞﾋｺ 彦根支店長 彦根支店長兼近江八幡支店長 

星川 信行 ﾎｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 布施支店長 ブロードバンド北大阪支店マネジャー 

山田 政秀 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 津山支店長 東広島支店長 

綾 健志 ｱﾔ ﾀｹｼ 瀬戸内支店長 高松支店マネジャー 

松本 泰秀 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾃﾞ 新居浜支店長 瀬戸内支店長 

山下 直樹 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 福岡南支店長 福岡第一支店 

坂本 隆治 ｻｶﾓﾄ ﾘﾕｳｼﾞ 筑豊支店長 福岡南支店長 

森本 敦 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾄﾑ 大牟田支店長 佐賀支店長 

田口 冬樹 ﾀｸﾞﾁ ﾌﾕｷ 佐世保支店長 宮崎支店長 

 
 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

森口 兼成 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ 佐賀支店長 大牟田支店長 

米田 敏博 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 八代支店長 コザ支店長 

河野 昭典 ｶﾜﾉ ｱｷﾉﾘ 宮崎支店長 川内支店長 

翁長 直樹 ｵﾅｶﾞ ﾅｵｷ コザ支店長 コザ支店 

森田 敏宏 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ ブロードバンド札幌支店長 ブロードバンド福岡支店 

大野 富生 ｵｵﾉ ﾄﾐｵ ブロードバンド仙台支店長 ブロードバンド札幌支店長 

溝辺 和広 ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ブロードバンド川越支店長 ブロードバンド西宮支店 

吉本 礼遵 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ ブロードバンド新宿支店長 ブロードバンド川越支店長 

百瀬 泰久 ﾓﾓｾ ﾔｽﾋｻ ブロードバンド吉祥寺支店長 ブロードバンド練馬支店長 

孔井 友明 ｱﾅｲ ﾄﾓｱｷ ブロードバンド練馬支店長 ブロードバンド八王子支店長 

高本 敦史 ﾀｶﾓﾄ ｱﾂｼ ブロードバンド江東支店長 ブロードバンド新宿支店長 

古賀 拓磨 ｺｶﾞ ﾀｸﾏ ブロードバンド世田谷支店長 ブロードバンド新宿支店 

富田 良治 ﾄﾐﾀ ﾘﾖｳｼﾞ ブロードバンド荒川支店長 ブロードバンド船橋支店 

小山 雅博 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ブロードバンド市川支店長 ブロードバンド立川支店長 

畑中 明 ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾗ ブロードバンド船橋支店長 ブロードバンド横浜支店 

森  喜朗 ﾓﾘ ﾖｼﾛｳ ブロードバンド溝口支店長 ブロードバンド東京中央支店長 

鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ ブロードバンド八王子支店長 ブロードバンド溝口支店長 

最上 功一 ﾓｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ ブロードバンド名古屋支店長 
北関東支社ブロードバンド統括支店長兼ブロー

ドバンドさいたま支店長 

桑島 信夫 ｸﾜｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 東東京支社技術オペレーションセンター長 北東京支社技術オペレーションセンター長 

大野 信久 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 北東京支社技術オペレーションセンター長 ネットワーク管理部長 

前田 和章 ﾏｴﾀ ｶｽﾞｱｷ ネットワーク管理部長 ネットワーク管理部チーフマネジャー 

 
 以 上 

 
 


