
2022 年 3 月 14 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）について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

（2022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］

　　2022年度 人事異動について（部長・グループ長等）

【事業部長】                     （新）                    （現）
仁藤　重善 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ事業部長、ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長

【副事業部長】
桜井　秀紀 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 副事業部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 副事業部長、営業推進部長

【部長等】
松本　准一 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 ｼｽﾃﾑ一部長
藤原　龍治 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ一部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部長
戸塚　正洋 管理本部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸ管理部長、お客様相談室長 管理本部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸ管理部 内部統制課長
松浦　孝浩 管理本部 IT管理部長 管理本部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾘｽｸ管理部長、お客様相談室長
山西　昭寛 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 BB事業部 営業推進部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事業部 営業推進部長
内尾　陽一 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事業部 営業推進部長 ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 事業統括部 管理二課長
服部　寿 法人営業本部 東日本事業部 営業五部長 法人営業本部 東日本事業部 営業一部 営業二課長
佐野　吉弘 法人営業本部 東日本事業部 海外営業部長 法人営業本部 東日本事業部 営業五部長
北井　啓介 法人営業本部 中日本事業部 営業一部長 法人営業本部 中日本事業部 営業一部 営業一課長
増田　統生 法人営業本部 中日本事業部 営業二部長 法人営業本部 西日本事業部 営業部長
大浪　恒明 法人営業本部 西日本事業部 営業部長 法人営業本部 中日本事業部 営業一部長
石川　智也 法人営業本部 技術開発事業部 ｼｽﾃﾑ技術部長 法人営業本部 技術開発事業部 ｼｽﾃﾑ技術部 上級主幹
松田　倫明 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部 副参事
石神　覚司 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ三部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ一部 開発二課長
山口　剛希 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 営業部長
佐藤　彰 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 ｼｽﾃﾑ三部長
山口　利也 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ三部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
川田　勝啓 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ四部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部長
春岡　徳久 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 AP事業部 ｼｽﾃﾑ二部長
杉本　勝 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
村松　一幸 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 営業支援部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ部 

ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ長

沼野　功児 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ二部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 営業支援部長
石田　雅基 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｺﾝｼｭｰﾏｻｰﾋﾞｽ部長
兼本　正之 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 ｻｰﾋﾞｽ推進部長 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
小神田　敏博 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｻｰﾋﾞｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ事業部 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ部長 ITｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ部長
加藤　裕基 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 開発ｾﾝﾀｰ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 AP事業部 開発ｾﾝﾀｰ長
角ケ谷　教彦 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 首席主幹 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

【グループ長】
山内　直 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第四ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
狩俣　賢一 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
渡辺　友和 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA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 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開発二課長

米田　文彦 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA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 EA事業部 ｼｽﾃﾑ一部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
辻村　明弘 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ三部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開発二課長

渡邉　良隆 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ四部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
赤堀　和夫 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ四部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
藤浪　雅也 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 開発ｾﾝﾀｰ 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 開発ｾﾝﾀｰ 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
滝口　泰也 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ三部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 EA事業部 ｼｽﾃﾑ二部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開発三課長

川口　浩嗣 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 開発ｾﾝﾀｰ 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 開発ｾﾝﾀｰ 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

※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
（2022年４月1日実施予定）


