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1. KDDI まとめてオフィス株式会社 

 
 

役職名 氏 名 備考 
取締役 経営管理本部長 窪田  靖  
経営管理本部 副本部長 
兼内部統制室長 

石田 延孝 新任 

経営管理本部 経営管理部長 三好 敏夫  

経営管理本部 人事部長 大野  尚  

経営管理本部 総務部長 小更 辰彦  

取締役 営業推進本部長 大谷 誠之 新任 

営業推進本部 副本部長 物江 信明  

営業推進本部 副本部長 田中 昭宏 新任 

営業推進本部 営業推進部長 内田 泰裕 新任 

営業推進本部 ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝ部長 西  義裕  

取締役 プロジェクト営業本部長 筒井  謙 新任 

プロジェクト営業本部 企画統括部長 小室 克久  

プロジェクト営業本部 営業支援セン

ター長 
吉田 裕樹  

取締役 営業本部長 對馬 圭介 新任 

営業本部 副本部長 小柳 琢磨  

営業本部 副本部長 荒木 正人 新任 

営業本部 業務推進部長 篠原 文章  

営業本部 代理店営業部長 高塚 清史  

営業本部 法人営業１部長 松本  勲 新任 

営業本部 法人営業２部長 切封 哲也  

営業本部 法人営業３部長 小穴 栄樹  

営業本部 法人営業４部長 篠崎 義彦  

営業本部 法人営業５部長 黒澤  環  

営業本部 法人営業６部長 栗原 康裕 新任 

北関東支社長 山嵜 寛治  

北関東支社 法人営業１部長 田尻 修三 新任 

北関東支社 法人営業２部長 大柴 一司  

南関東支社長 中野 信一  

南関東支社 法人営業１部長 内田 良則 新任 

南関東支社 法人営業２部長 濱中 淳史  
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2. KDDI まとめてオフィス関西株式会社 
 

役職名 氏 名 備考 
業務推進部長 田川 恭男  
ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 片山 健作  
取締役 関西営業本部長 濵  俊行  
関西営業本部 副本部長 谷  和幸  
関西営業本部 法人営業１部長 船山 郁也  
関西営業本部 法人営業２部長 寺田  誠  
関西営業本部 法人営業３部長 的場 弘樹  
関西営業本部 法人営業４部長 長井  崇  
京都支店長 満石 粛彦  
神戸支店長 川田 雅史 新任 

取締役 北陸支社長 東   聰  
 
 

3. KDDI まとめてオフィス中部株式会社 
 

役職名 氏 名 備考 
業務推進部長 加藤  和弘  
ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 井本  英一  
取締役 中部支社長 飛田 雅一郎  
中部支社 副支社長 大友    悟  
中部支社 法人営業１部長 木地  夏士 新任 

中部支社 法人営業２部長 三澤  健一  

中部支社 法人営業３部長 中川  聡明  

中部支社 法人営業４部長 大久保 厚司 新任 

 
 

4. KDDI まとめてオフィス東日本株式会社 
 

役職名 氏 名 備考 
業務推進部長 長岡  哉 新任 

取締役 東北支社長 相内 龍也  
東北支社 法人営業部長 鈴木 裕生 新任 

取締役 北海道支社長 松浦 清美  
北海道支社 法人営業部長 中島 秀樹  
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5. KDDI まとめてオフィス西日本株式会社 
役職名 氏 名 備考 

業務推進部長 高山  利紀 新任 

取締役 中国支社長 西永  光治  

中国支社 法人営業部長 田部   智  

取締役 四国支社長 岩本  和彦 変更 

取締役 九州支社長 有田 賢一郎 新任 

九州支社 法人営業部長 熊田  賢司  
 


