
平成 30 年 3 月 19 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

 

人事異動のお知らせ（幹部社員） 
 

当社の人事異動（幹部社員）について別紙の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

（平成 30 年 4 月 1 日 実施予定） 

 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 人事企画部 

TEL：054-273-4932 

 



［別紙］

           平成３０年度 人事異動について（部長・支店長等）

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

【事業部長】                     （新）                    （現）
杉村　諭 法人営業本部 西日本事業部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業一部長
大屋　成樹 法人営業本部 中部事業部長 法人営業本部 東日本事業部 中部営業部長

【副事業部長】
飯塚　武久 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 副事業部長、ｼｽﾃﾑ三部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ三部長
曽根　良祐 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 副事業部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 営業部長
栗田　剛 法人営業本部 東日本事業部 副事業部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業三部長

【部長等】
秋山　道靖 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 CRM推進部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長
坂本　明宏 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ITｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ部長 法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部 営業一部長
桜井　秀紀 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 静岡営業部長
内海　勉 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟICT推進事業部 開発部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ五部長
桐山　直之 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事業部 ｼｮｯﾌﾟ営業部長
佐々木　大輔 法人営業本部 東日本事業部 営業二部長 法人営業本部 事業統括部長
山田　誠之 法人営業本部 中部事業部 営業二部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｻｰﾋﾞｽ部長
落合　美雄 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟICT推進事業部 営業部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟｼｽﾃﾑ事業部 営業部長
内田　修司 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 基盤技術部 参事 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 基盤技術部長
長井　隆和 法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部 営業一部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 東京営業部長
朝比奈　利彦 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ五部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ六部長
山田　宏昭 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ITﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ推進室長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 基盤技術部 ｼｽﾃﾑ基盤一課長
笠松　道生 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｻｰﾋﾞｽ部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業二部長
加藤　裕基 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 開発ｾﾝﾀｰ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ三部 第六ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
山口　剛希 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 営業部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 営業部 営業二課長
角ｹ谷　教彦 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理部長、ITﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ推進室長
深田　忍 業務部長 管理部 業績管理課長
佐野　元胤 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事業部 ｼｮｯﾌﾟ営業部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事業部 ｼｮｯﾌﾟ営業部 営業課長
高木　大一郎 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 渉外部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 企画開発部 渉外課長
草郷　拓哉 法人営業本部 東日本事業部 営業一部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業一部 営業二課長
塩出　隆清 法人営業本部 東日本事業部 営業三部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業三部 営業二課長
大浪　恒明 法人営業本部 中部事業部 営業一部長 法人営業本部 東日本事業部 中部営業部 営業二課長
西村　貢一 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 基盤技術部長 法人営業本部 事業推進部 企画推進課長

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・支店長】
瓜田　篤 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟICT推進事業部 開発部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ五部 開発二課長
杉本　勝 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第四ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
伊東　信行 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟICT推進事業部 開発部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
小田切　卓 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業部 埼玉支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 東京営業部 埼玉支店長
佐藤　剛文 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部 厚木ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部 静岡ｸﾞﾙｰﾌﾟ 運用ｻｰﾋﾞｽ課長
山口　利也 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ 開発一課長
渡邉　良隆 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第四ｸﾞﾙｰﾌﾟ 開発二課長
山内　直 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 開発一課長
栃原　勝 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部 静岡ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部 厚木ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
村上　忠篤 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業部 千葉支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 東京営業部 千葉支店長
北川　雄三 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業部 静岡支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 静岡営業部 営業二課長
山田　修平 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業部 神奈川支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 東京営業部 神奈川支店長、多摩支店長

※AP事業部はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業部の略、BB事業部はﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事業部の略
（平成３０年４月1日実施予定）


