
2023 年２月 21 日 

各  位 

役員人事等および組織改編に関するお知らせ 

当社は、2023 年２月 21 日開催の取締役会において、役員人事等および組織改編について決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。取締役人事につきましては、2023 年６月開催予定の第 32 回定時株主総会に付

議予定です。 

記 

１． 取締役・執行役員人事 

１）退任執行役員：２名（2023 年３月 31 日付）

氏名 新役職 現役職 

島田 孝一 －（退任） 

副社長執行役員 

モバイル管掌

兼 モバイル第二事業部門長 

兼 コンシューマビジネス推進担当 

吉元 啓介 －（退任） 
常務執行役員 

モバイル第一事業部門長

なお、島田孝一氏は退任後に顧問に就任する。 

２）新任執行役員：２名（2023 年４月１日付）

氏名 新役職 現役職 

池部 勉 
執行役員 

スマートライフ事業本部長

理事 

スマートライフ事業本部 副本部長

兼 決済サービス推進部長 

兼 決済サービス事業部長 

小笠原 亨 

執行役員 

ソリューション事業本部 副本部長

兼 ソリューション事業開発部長 

理事 

ソリューション事業本部 本部長補佐

兼 ソリューション営業三部長 

兼 東日本ソリューション営業部長 

会 社 名 株式会社ティーガイア 

代表者名 代表取締役社長 石田 將人 

（コード：3738 東証プライム）

問合せ先 上席執行役員 経営企画部長 林 薫 

（TEL．03－6409－1010） 
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３）執行役員の重任：23 名（2023 年４月１日付）

現在の執行役員 25 名のうち、2023 年３月 31 日付で退任予定の２名を除く 23 名を執行役員に重任する。 

４）昇任執行役員：５名（2023 年４月１日付）

 氏名 新役職 現役職 

上地 弘祥 

副社長執行役員 CDO 

モバイル管掌

ソリューション管掌

兼 コンシューマビジネス推進担当 

専務執行役員 CDO 

ソリューション管掌

兼 BPR 推進担当 

兼 オープンイノベーション推進担当 

俣野 通宏 

専務執行役員 

（一社）全国携帯電話販売代理店協会 

専務理事 

常務執行役員 

（一社）全国携帯電話販売代理店協会 

専務理事 

藤田 巧 

専務執行役員 

スマートライフ管掌

兼 オープンイノベーション推進担当 

常務執行役員 

スマートライフ事業本部長

兼 オープンイノベーション推進副担当  

瀬戸 一文 

常務執行役員 CIO 

デジタル推進担当 

兼 ㈱TG ソリューションズ 

 代表取締役社長 

兼 CDO 補佐 

兼 ソリューション事業本部 副本部長 

兼 BPR 推進副担当 

上席執行役員 CIO 

デジタル推進担当  

兼 ㈱TG ソリューションズ 

 代表取締役社長 

兼 CDO 補佐 

兼 ソリューション事業本部 副本部長 

池田 裕之 

常務執行役員 

法務、ポートフォリオマネジメント担当 

兼 CFO 補佐 

上席執行役員 

法務、ポートフォリオマネジメント担当 

兼 CFO 補佐 

５）執行役員の分掌変更：９名（2023 年４月１日付）

氏名 新役職 現役職 

菅井 博之 

副社長執行役員 CFO 

コーポレート管掌

兼 主計・財務、精算、物流担当 

副社長執行役員 CFO 

主計・財務、精算、物流担当 

大和田 成伸 

常務執行役員 CCO 

人事･総務、内部監査、コンプライアンス

推進、渉外担当 

兼 BPR 推進担当 

常務執行役員 CCO 

人事･総務、内部監査、コンプライアンス 

推進、渉外担当 

兼 BPR 推進副担当 

米田 壽男 
上席執行役員 

西日本支社長補佐 

上席執行役員 

スマートライフ事業本部 副本部長

武田 敏和 
上席執行役員 

モバイル第一事業本部長

上席執行役員 

モバイル第一事業部門 副部門長

兼 営業第一本部長 
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氏名 新役職 現役職 

上田 豊 
上席執行役員 

モバイル第二事業本部長

上席執行役員 

モバイル第二事業部門 副部門長

兼 モバイル第二事業戦略部長  

宮本 健一 
上席執行役員 

モバイル第三事業本部長

上席執行役員 

モバイル第二事業部門 副部門長

兼 モバイル第三事業戦略部長  

宗藤 聡 

執行役員 

モバイル第一事業本部 副本部長

兼 営業一部長 

執行役員 

営業第一本部 副本部長 

兼 営業一部長 

藤中 日出夫 

執行役員 

モバイル第一事業本部

モバイル第一事業戦略部長

執行役員 

モバイル第一事業部門

モバイル第一事業戦略部長

笠嶋 健史 

執行役員 

モバイル第二事業本部

モバイル第二事業戦略部長

執行役員 

営業第二本部長 

６）新任取締役：１名（2023 年６月定時株主総会付議予定）

氏名 新役職 現役職 

上地 弘祥 取締役 － 

７）退任取締役：１名（2023 年６月定時株主総会日付）

氏名 新役職 現役職 

金治 伸隆 －（退任） 取締役 取締役会議長 

なお、金治伸隆氏は退任後に顧問に就任する。 

８）取締役の重任：８名（2023 年６月定時株主総会付議予定）

現在の取締役９名のうち、退任予定の金治伸隆氏を除く８名全員を取締役の候補とする。
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２． 組織改編 

全社業務の効率化および当社独自サービスの取り組み強化等を目的に以下のとおり、組織改編を行う。 

１）2023 年４月１日付の組織改編

【本部・支社】

・「モバイル第一事業部門」と「営業第一本部」を再編し、ドコモ事業の全社統括、関東甲信越エリアの直

営店・代理店営業業務を所管する「モバイル第一事業本部」を設置する。 

  ・「モバイル第二事業部門」と「営業第二本部」および「営業第三本部」を再編し、「モバイル第二事業本

部」と、「モバイル第三事業本部」を設置する。 

「モバイル第二事業本部」は、KDDI 事業の全社統括、全国の直営店営業および関東甲信越エリアの代理

店営業業務を所管する。 

「モバイル第三事業本部」は、ソフトバンク事業の全社統括、全国の直営店営業および関東甲信越エリア

の代理店営業業務を所管する。 

  【部・支店】 

・「新潟支店」、「長野支店」を廃止し、モバイル第一事業本部管下に新設する「営業四部」に信越エリアの

営業機能を移管する。 

・モバイル第二事業本部管下に、KDDI 事業の直営店全店の統括業務を所管する「直営統括部」を新設す

る。

・モバイル第三事業本部管下に、ソフトバンク事業の直営店全店の統括業務を所管する「直営統括部」を

新設する。

・スマートライフ事業本部管下に、OMO 事業の推進、㈱ユニケースを所管する「OMO 事業部」を新設する。

・スマートライフ事業本部管下の「コンシューマサービス事業部」と西日本支社管下の「西日本コンシュ

ーマサービス事業部」を廃止し、楽天事業の統括・全社の営業機能を「コンシューマビジネス推進部」

に移管する。

・ソリューション事業本部管下の「LCM 推進部」を廃止し、新設する「CSS 推進部」、「movino star 推進

部」、「スマートサポート推進部」にその機能を移管する。

「CSS 推進部」は、ソリューション営業のバックオフィス業務を所管する。

「movino star 推進部」は、通信回線管理サービス「movino star」の運営、営業推進業務を所管する。

「スマートサポート推進部」は、キッティング・ヘルプデスクサービスの提供、営業推進業務を所管す

る。

２）2023 年５月１日付の組織改編

【部・支店】

・東海支社管下の「東海コーポレート部」と九州支社管下の「九州コーポレート部」を廃止し、新設する

「営業経理部」に営業経理機能を移管する。
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東海支社

スマートライフ事業本部

営業一部

株式会社ティーガイア コンシューマビジネス推進部

組織図（2023年４月１日）
モバイル第一事業戦略部

営業一部

モバイル第一事業本部 営業二部

営業三部

営業四部

モバイル第二事業戦略部

直営統括部
モバイル第二事業本部

決済サービス事業部

営業二部

モバイル第三事業戦略部

モバイル第三事業本部 直営統括部

リテールサービス事業部

決済サービス推進部

営業一部

北海道支店

東北支店

スマートライフ事業戦略部

グローバル＆イノベーション推進部
人事・総務部

戦略事業開発部
内部監査部

株主総会 OMO事業部
コンプライアンス推進部

社長　
ソリューション営業四部

オープンイノベーション推進部

渉外部 ソリューション事業戦略部

監査役会
法務部 東日本ソリューション営業部

ポートフォリオマネジメント部 ソリューション営業一部

取締役会
経営企画部 ソリューション営業二部

サステナビリティ推進部 ソリューション営業三部

経営会議
主計・財務部 ソリューション事業本部

ソリューション事業開発部
精算管理部

ネットワークソリューション部

ネットワーク営業部

東海営業一部

CSS推進部

物流部

movino star推進部
BPR推進部

ソリューションシステム推進部
デジタル推進部

西日本営業三部

西日本ソリューション営業部

東海営業二部

スマートサポート推進部

ネットワーク営業推進部

東海営業三部

東海ソリューション営業部

東海コーポレート部

西日本営業一部

西日本営業二部

西日本支社 中四国ソリューション営業部

中国支店

北陸支店

九州コーポレート部

西日本コーポレート部

九州営業一部

九州営業二部

九州支社 九州営業三部

九州ソリューション営業部

四国支店
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九州営業一部

九州営業二部
九州支社

九州営業三部

九州ソリューション営業部

西日本支社 中四国ソリューション営業部

中国支店

北陸支店

四国支店

西日本コーポレート部

東海営業三部

東海ソリューション営業部

西日本営業一部

西日本営業二部

西日本営業三部

西日本ソリューション営業部

東海営業二部
東海支社

スマートサポート推進部
精算管理部

movino star推進部
物流部

ソリューションシステム推進部
BPR推進部

ネットワーク営業推進部
デジタル推進部

ネットワークソリューション部

ネットワーク営業部

東海営業一部

CSS推進部

経営会議
主計・財務部 ソリューション事業本部

ソリューション事業開発部
営業経理部

社長　
ソリューション営業四部

オープンイノベーション推進部

渉外部 ソリューション事業戦略部

監査役会
法務部 東日本ソリューション営業部

ポートフォリオマネジメント部 ソリューション営業一部

取締役会
経営企画部 ソリューション営業二部

サステナビリティ推進部 ソリューション営業三部

グローバル＆イノベーション推進部
人事・総務部

戦略事業開発部
内部監査部

株主総会 OMO事業部
コンプライアンス推進部

決済サービス事業部

営業二部

モバイル第三事業戦略部

モバイル第三事業本部 直営統括部

営業一部

北海道支店

東北支店

スマートライフ事業戦略部

リテールサービス事業部

決済サービス推進部

スマートライフ事業本部

営業一部

株式会社ティーガイア コンシューマビジネス推進部

組織図（2023年５月１日）
モバイル第一事業戦略部

営業一部

モバイル第一事業本部 営業二部

営業三部

営業四部

モバイル第二事業戦略部

直営統括部
モバイル第二事業本部
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【参考資料】 

１．執行役員体制（2023 年４月１日付） 

役位 氏名 分掌 

執行役員社長※ 石田 將人 － 

副社長執行役員※ 菅井 博之 

CFO 

コーポレート管掌

兼 主計・財務、精算、物流担当 

副社長執行役員 近田 剛 ㈱クオカード 代表取締役社長 

副社長執行役員 上地 弘祥 

CDO 

モバイル管掌

ソリューション管掌

兼 コンシューマビジネス推進担当 

専務執行役員 俣野 通宏 （一社）全国携帯電話販売代理店協会 専務理事 

専務執行役員 藤田 巧 
スマートライフ管掌

兼 オープンイノベーション推進担当 

常務執行役員 大和田 成伸 

CCO 

人事・総務、内部監査、コンプライアンス推進、 

渉外担当 

兼 BPR 推進担当 

常務執行役員 瀬戸 一文 

CIO デジタル推進担当 

兼 ㈱TG ソリューションズ 代表取締役社長 

兼 CDO 補佐 

兼 ソリューション事業本部 副本部長 

兼 BPR 推進副担当 

常務執行役員 池田 裕之 
法務、ポートフォリオマネジメント担当 

兼 CFO 補佐 

上席執行役員 米田 壽男 西日本支社長補佐 

上席執行役員 濱西 泰生 コンシューマビジネス推進副担当

上席執行役員 塩屋 知之 東海支社長 

上席執行役員 武田 敏和 モバイル第一事業本部長

上席執行役員 千﨑 久惠 九州支社長 

上席執行役員 藤波 雅之 西日本支社長 

上席執行役員 池田 聡 ソリューション事業本部長

上席執行役員 上田 豊 モバイル第二事業本部長

上席執行役員 宮本 健一 モバイル第三事業本部長

上席執行役員 林 薫 
経営企画、サステナビリティ推進担当 

兼 経営企画部長 

執行役員 宗藤 聡 
モバイル第一事業本部 副本部長

兼 営業一部長 
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役位 氏名 分掌 

執行役員 藤中 日出夫 
モバイル第一事業本部

モバイル第一事業戦略部長

執行役員 大渕 厚史 ソリューション事業本部 副本部長

執行役員 笠嶋 健史 
モバイル第二事業本部

モバイル第二事業戦略部長

執行役員 池部 勉 スマートライフ事業本部長

執行役員 小笠原 亨 
ソリューション事業本部 副本部長

兼 ソリューション事業開発部長 

注）※は 2023 年４月１日時点において取締役を兼務する執行役員です。 

２．取締役会 

  2023 年６月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議後の構成は次のとおり。 

役位 氏名 

代表取締役社長 石田 將人 

取締役 菅井 博之 

取締役 上地 弘祥 

取締役 樫木 克哉 

社外取締役 浅羽 登志也 

社外取締役 出口 恭子 

社外取締役 鎌田 淳一 

社外取締役 諸星 俊男 

社外取締役 高橋 良定 

※浅羽登志也氏、出口恭子氏、鎌田淳一氏、諸星俊男氏、高橋良定氏を独立役員として東京証券取引所に届け

出る予定です。

３．監査役会 

  2023 年６月開催予定の定時株主総会において、監査役選任議案等を付議する予定はございません。 

現時点の構成は次のとおり。 

役位 氏名 

監査役（常勤） 奥谷 直也 

社外監査役（常勤） 大山 暢郎 

社外監査役 蒲 俊郎 

社外監査役 北川 哲雄 

※蒲俊郎氏、北川哲雄氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

以 上 

添付資料 

１． 新任取締役候補者経歴書 
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１．新任取締役候補者経歴書 

2023 年６月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者 

経 歴 書 

氏  名：上地 弘祥（うえじ ひろよし） 

生年月日：1962 年 11 月 9日 

年  齢： 満 60 歳 

略  歴： 

1985 年３月 青山学院大学 経済学部 卒業 

1985 年４月 ㈱イトーヨーカ堂 入社 

1996 年２月 同社 退社 

1996 年５月  ㈱ティーガイア（旧：物産テレコム㈱）入社 

2002 年 11 月 同社 東海支社 営業第二部長 

2011 年４月  同社 東海支社 副支社長 

2012 年４月 同社 執行役員 業務推進本部 副本部長 

2015 年４月 同社 上席執行役員 営業第一本部長 

2017 年４月 同社 常務執行役員 ソリューション事業本部長

2021 年４月 同社 専務執行役員 ソリューション事業本部長

兼 社長プロジェクト二部 副担当役員 

2022 年４月 同社 専務執行役員 CDO ソリューション管掌（現任） 

兼 BPR 推進担当役員  

兼 オープンイノベーション推進担当役員 

以上 
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