
     

 

2006年 3月 28日 
各  位 

東京都港区虎ノ門二丁目 10番 1号 新日鉱ビル 
イー・アクセス株式会社 

代表取締役会長兼 CEO 千本 倖生 
（コード番号：９４２７ 東証一部） 

 
 

組織改正および人事異動について 
 
 
当社は、4月 1 日付で組織改正および人事異動を、また取締役会での承認を条件に 4月 5 日付で執
行役員人事異動を、それぞれ行いますので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
 
1. 組織改正について（4月 1日付） 
◇ 社長室を廃止し、社長直属の組織として広報室を新設する。 
◇ 財務本部 IRを廃止し、社長直属の組織として IR室を新設する。 
◇ 組織管理本部資材購買部を廃止し、その機能をイー･モバイル株式会社管理本部資材購買部に委

託する。 
◇ 財務本部を財務本部と経理本部に分割し、財務本部事業戦略部を新設する。 
◇ ADSL事業本部業務本部業務企画部を ADSL事業本部経営企画本部経営企画部に移管する。 
◇ ADSL事業本部事業推進部を ADSL事業本部経営企画本部事業推進部に移管する。 
◇ ADSL事業本部営業本部営業第三部を新設する。 
◇ ADSL事業本部業務本部業務推進部を新設する。 
◇ ADSL事業本部業務本部業務管理部を廃止する。 
◇ ADSL事業本部業務本部ダイレクトマーケティング部を廃止する。 

 
2. 人事異動について（4月 1日付） 

（新職務） （氏名） （旧職務） 
常務執行役員 

兼 ADSL事業本部事業本部長 
兼技術本部長 

兼WiMAX推進室長 

深田 浩仁 

常務執行役員 
兼 ADSL事業本部副事業本部長 

兼技術本部長 
兼WiMAX推進室長 

執行役員 兼 経理本部長 園田 信 執行役員 兼 財務本部長 

執行役員 兼 広報室長 五十嵐 尚 執行役員 兼 社長室長 兼 広報部長 



     

 

（新職務） （氏名） （旧職務） 

IR室長 飯田 さやか 財務本部副本部長 兼 IR部長 

組織管理本部長 
兼 CSO（ﾁｰﾌｾｷｭﾘﾃｨｵﾌｨｻｰ） 貴田 晃司 組織管理本部長 

財務本部長 田中 敦史 財務本部副本部長 兼 財務部長 

経理本部副本部長 兼 経理部長 山中 初 財務本部副本部長 兼 経理部長 

財務本部 財務部長 大槻 清志 財務本部 財務部 

財務本部 事業戦略部長 奥山 憲次 財務本部 財務部 

ADSL事業本部 営業本部副本部長 
兼 営業第一部長 大坂 宗弘 イー･モバイル株式会社出向 

ADSL事業本部 営業本部長補佐 藤原 秀樹 ADSL事業本部 業務本部副本部長 
兼 業務管理部長 

ADSL事業本部 経営企画本部 
経営企画部長 二藤 優公 ADSL事業本部 業務本部 

業務企画部長 

ADSL事業本部 経営企画本部 
事業推進部長 町村 圭 ADSL事業本部 事業推進部長 

ADSL事業本部 営業本部 
営業企画部長 宮崎 仁 ADSL事業本部 営業本部 

営業第一部長 

ADSL事業本部 営業本部 
営業第二部長 山本 直幸 ADSL事業本部 営業本部 

関西支店長 

ADSL事業本部 営業本部 
営業第三部長 久村 卓矢 ADSL事業本部 営業本部 

営業第二部長 

ADSL事業本部 技術本部 
設備企画部長 渡辺 芳治 ADSL事業本部 技術本部 

設備企画部副部長 

ADSL事業本部 業務本部 
業務推進部長 福島 博 ADSL事業本部 業務本部 

 
 



     

 

3. 執行役員人事異動について（4月 5日付） 
（新職務） （氏名） （旧職務） 

社長付 茶谷 幸司 専務執行役員 

執行役員 兼 組織管理本部長 
兼 CSO（ﾁｰﾌｾｷｭﾘﾃｨｵﾌｨｻｰ） 貴田 晃司 組織管理本部長 

兼 CSO（ﾁｰﾌｾｷｭﾘﾃｨｵﾌｨｻｰ） 

執行役員 兼 財務本部長 田中 敦史 財務本部長 

執行役員 
兼 経理本部副本部長 兼 経理部長 山中 初 経理本部副本部長 兼 経理部長 

執行役員 兼 IR室長 飯田 さやか IR室長 

執行役員 兼 AOL事業本部長 新岡 勉 AOL事業本部長 

イー･モバイル株式会社出向 
（常務執行役員 兼 経営戦略本部長 

兼 情報システム本部長） 
小林 英夫 常務執行役員  

兼 イー･モバイル株式会社出向 

イー･モバイル株式会社出向 
（執行役員 兼 管理本部長） 石田 雅之 執行役員  

兼 イー･モバイル株式会社出向 
ADSL事業本部 営業本部副本部長 
兼 イー･モバイル株式会社出向 
（執行役員 兼 営業本部長） 

髙島 謙一 
執行役員 兼 ADSL事業本部 

営業本部副本部長 
兼 イー･モバイル株式会社出向 

イー･モバイル株式会社出向 
（執行役員 兼 設備本部長） 本郷 公敏 執行役員  

兼 イー･モバイル株式会社出向 

イー･モバイル株式会社出向 
（執行役員 兼 業務企画本部長） 吉田 明弘 執行役員 

兼 イー･モバイル株式会社出向 

 
 
 

以上 
 
 
 
 

＜報道関係の方からのお問い合わせ＞ 

イー･アクセス株式会社 
広報部 五十嵐、端本 
TEL：03-3588-7690  
Mail：pr@eaccess.net 


