2016 年 9 月 30 日
所在地

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2—3-3
クイーンズタワーB 19 階

会社名

アイ・ティー・エックス株式会社

代表者

代表取締役社長 荻原 正也

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、下記の通り、組織変更及び人事異動を実施することを決定致しましたので、お知らせ致します。
（記）
１．組織変更（2016 年 10 月 1 日付）
2016 年 10 月 1 日付にて、組織体制を別紙の組織図の通りと致します。
2．人事異動（2016 年 10 月 1 日付）
氏名

新役職

旧役職

大島 剛

取締役 テレコム第１営業本部長 兼 テレコム

執行役員 テレコム第２営業本部長

第１営業本部代理店ユニット長

兼 テレコム第２営業本部 営業推進
室長

仲澤 幸男

ソリューション事業本部長 兼

パートナー営業本部長

ソリューション事業本部マーケティングユニット長
京 邦浩

テレコム第２営業本部長 兼

au ショップ東海統括ユニット長

テレコム第２営業本部代理店ユニット長
長元 靖次郎

テレコム第３東日本営業本部長

中野 崇

テレコム第３西日本営業本部長

テレコム第３営業本部ソフトバンク統
括ユニットＳＢ西日本グループマネー
ジャー

太田 茂彦

執行役員 テレコム第１営業副本部長

執行役員 テレコム第１西日本営業
本部長

野尻 幸宏

執行役員 社長補佐

執行役員 テレコム第１東日本営業
本部長

永繁 充

執行役員 社長補佐

執行役員 ソリューション事業本部長

米田 晃久

社長補佐

取締役 人事総務部長

太田 隆

テレコム第２営業副本部長 兼

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部テレコム第２営業推進室長

ａｕショップ九州統括ユニット長

兼 テレコム第２営業本部法人ユニット長
三島 秀史

テレコム第３営業推進室長

新規事業開発室 担当マネージャー

高橋 克行

テレコム第１営業本部

テレコム第１東日本営業本部

ドコモショップ北海道ユニット長

ドコモショップ首都圏第２統括ユニット
長

古谷 正

テレコム第１営業本部

テレコム第３営業本部

ドコモショップ東北ユニット長

ソフトバンク統括ユニット長

テレコム第１営業本部

テレコム第１東日本営業本部

ドコモショップ首都圏第１ユニット長

ドコモショップ北海道統括ユニット長

テレコム第１営業本部

テレコム第２営業本部

ドコモショップ首都圏第２ユニット長

ａｕショップ首都圏第１統括ユニット長

テレコム第１営業本部

パートナー営業本部

パートナーユニット長

首都圏第１ユニット長

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部

ａｕショップ東北ユニット長

事業推進担当上席マネージャー

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部

ａｕショップ首都圏ユニット長

ａｕショップ東北統括ユニット長

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部

ａｕショップ関東ユニット長

ａｕショップ首都圏第２統括ユニット長

テレコム第２営業本部

ソリューション事業本部

ａｕショップ東海ユニット長

ＦＶＮＯユニット長

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部

ａｕショップ中国・四国ユニット長

ａｕショップ首都圏第３統括ユニット長

テレコム第２営業本部

テレコム第２営業本部

ａｕショップ九州ユニット長

ａｕショップ中国・四国統括ユニット長

盧 理枝

新規事業開発室長

ＩＴ推進部長

新村 康一

中国・四国支社長

テレコム第１東日本営業本部

佐藤 陽三
下澤 敬人
高木 功
菊地 陽介
工藤 晋一
宇野 芳樹
森下 厚志
荻久保 明
畠中 義一

ドコモショップ首都圏第１統括ユニット
長
高橋 博昭

人事総務部長

多田 雅哉

ＩＴ推進部長
以上
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内部監査室
テレコム第 1 営業本部

取
締
役
会

代表取締役社長

株
主
総
会

テレコム第１営業推進室

財務経理部

ドコモショップ北海道ユニット

人事総務部

ドコモショップ東北ユニット

IT 推進部

ドコモショップ首都圏第 1 ユニット

店舗開発部

ドコモショップ首都圏第 2 ユニット

CS 推進部

ドコモショップ首都圏第 3 ユニット

新規事業開発室

ドコモショップ東海ユニット

事業開発部

ドコモショップ関西ユニット

テレコム法人営業推進室

ドコモショップ北陸ユニット
ドコモショップ中国ユニット
ドコモショップ四国ユニット
ドコモショップ九州ユニット
法人ユニット

監
査
役

経営企画部

北海道・東北支社
東海支社
関西･北陸支社
中国・四国支社
九州支社

パートナーユニット
代理店ユニット
テレコム第 2 営業本部
テレコム第 2 営業推進室
ａｕショップ北海道ユニット
ａｕショップ東北ユニット
au ショップ首都圏ユニット
au ショップ関東ユニット

au ショップ東海ユニット
au ショップ関西ユニット
au ショップ北陸ユニット
au ショップ中国・四国ユニット

au ショップ九州ユニット
法人ユニット

代理店ユニット
テレコム第 3 東日本営業本部
テレコム第 3 西日本営業本部
テレコム第 3 営業推進室
ソリューション事業本部

マーケティングユニット
チャネルビジネスユニット
ＩＣＴビジネスユニット
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内部監査室
テレコム第１営業推進室
テレコム第 1 東日本営業本部
ドコモショップ北海道統括ユニット
ドコモショップ東北統括ユニット
ドコモショップ首都圏第 1 統括ユニット
ドコモショップ首都圏第 2 統括ユニット
ドコモショップ首都圏第 3 統括ユニット

取
締
役
会

代表取締役社長

株
主
総
会

法人アカウントユニット
テレコム第 1 西日本営業本部

経営企画部
財務経理部
人事総務部
IT 推進部
店舗開発部
CS 推進部
新規事業開発室
事業開発部
テレコム法人営業推進室

ドコモショップ東海統括ユニット

北海道・東北支社

ドコモショップ関西統括ユニット

東海支社

ドコモショップ北陸ユニット

関西･北陸支社

ドコモショップ中国統括ユニット

中国・四国支社

ドコモショップ四国ユニット

九州支社

監
査

ドコモショップ九州ユニット

役

法人西日本ユニット
パートナー営業本部

ﾊﾟｰﾄﾅｰ首都圏第 1 ﾕﾆｯﾄ

テレコム第 2 営業本部

ﾊﾟｰﾄﾅｰ首都圏第 2 ﾕﾆｯﾄ

営業推進室

ﾊﾟｰﾄﾅｰ首都圏第 3 ﾕﾆｯﾄ

ａｕショップ北海道ユニット

ﾊﾟｰﾄﾅｰ北海道･東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ａｕショップ東北統括ユニット

ﾊﾟｰﾄﾅｰ東海ｸﾞﾙｰﾌﾟ

au ショップ首都圏第 1 統括ユニット
au ショップ首都圏第 2 統括ユニット
au ショップ首都圏第 3 統括ユニット

ﾊﾟｰﾄﾅｰ関西･北陸ﾕﾆｯﾄ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ中国･四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ九州ﾕﾆｯﾄ

au ショップ東海統括ユニット
au ショップ関西ユニット
au ショップ北陸ユニット
au ショップ中国・四国統括ユニット

au ショップ九州統括ユニット
テレコム第 3 営業本部
営業推進室

ＦＶＮＯユニット

ソフトバンク統括ユニット

チャネルビジネスユニット

ソリューション事業本部

ＩＣＴビジネスユニット

