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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いたしましたので、お知らせいたします。
（記）
１． 組織変更（2018 年 1 月 1 日付）
2018 年 1 月 1 日付にて、組織体制を別紙の組織図の通りといたします。
（変更内容）
・ソリューション事業部配下に「ソリューションビジネスグループ」を設置。（アウトソーシンググループ、
ネットワーク事業グループ配下の CRM ビジネス、MVNO 開通受託グループを統合する）
2．取締役・執行役員人事
1) 退任取締役（2017 年 12 月 31 日付）
氏名

旧役職

半澤 彰一

常務取締役兼執行役員 管理担当

2) 退任執行役員（2017 年 11 月 30 日付）
氏名

旧役職

仲澤 幸男

執行役員

なお、仲澤執行役員は、株式会社アップビート 常務取締役に就任しております（2017 年 12 月 1 日就任）。

以上
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内部監査室
東日本営 業部

docomo 事業部
ドコモショップ北海道エリア

財務経理部

ドコモショップ秋田宮城エリア

人事総務部

ドコモショップ岩手福島エリア

ＩＴシステム部

ドコモショップ東京第 1 エリア
首都圏営業部

ドコモショップ東京第 2 エリア
ドコモショップ神奈川エリア
ドコモショップ南関東エリア
ドコモショップ長野エリア

中日本営業部

東日本支社

ドコモショップ北関東エリア

中日本支社

ドコモショップ愛知エリア

西日本支社

ドコモショップ三重エリア
ドコモショップ静岡岐阜エリア

ドコモショップ北陸エリア
ドコモショップ大阪奈良エリア
西日本営 業部

取
締
役
会

代表取締役社長

株
主
総
会

店舗開発部

ドコモショップ神戸エリア
ドコモショップ和歌山エリア

ドコモショップ中国エリア
ドコモショップ四国エリア
ドコモショップ九州エリア

監
査
役

docomo パートナーグループ
docomo 首都圏支社
東日本営 業部

KDDI 事業部
au ショップ北海道エリア
au ショップ北東北エリア
au ショップ南東北エリア
au ショップ東京エリア
首都圏営業部

au ショップ神奈川千葉多摩エリア

au ショップ埼玉エリア
au ショップ栃木群馬エリア
au ショップ茨城山梨エリア
au ショップ新潟エリア

中日本営業部

au ショップ長野エリア
au ショップ愛知三重エリア
au ショップ静岡岐阜エリア

ソリューション事業部
ネットワーク事業グループ

au ショップ北陸エリア

法人 docomo 第１グループ

au ショップ関西エリア

法人 docomo 第２グループ

西日本営 業部

au ショップ中国エリア

法人 KDDI グループ

au ショップ四国エリア

au ショップ福岡エリア

ソリューションビジネスグループ

au ショップ西九州エリア
au ショップ東九州エリア
KDDI 首都圏支社

MVNO 事業グループ
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