平成 31 年２月 22 日
各

位
会社名
コネクシオ株式会社
代表者名 代表取締役社長
井上 裕雄
（コード番号 9422 東証第１部）
問合せ先 執行役員
経営企画部門長
神野 憲昭
（TEL． 03－ 5331 － 3702 ）

組織変更及び人事異動に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 22 日開催の取締役会において、組織変更及び人事異動について下記の通り決議いたしましたので
お知らせいたします。

記

１． 組織変更（平成 31 年４月１日付）
(１)本部制の導入
① コンシューマ本部、法人本部、管理本部の３本部を設置

(２)部門の新設・変更等
【コンシューマ本部】
・ショップ営業第一部門～第四部門、量販営業部門、コンシューマ・マーケティング部門の６部門で構成
① ショップ営業第二部門
・４部体制を５部体制に再編
② ショップ営業第四部門
・営業推進第三部を新設
【法人本部】
・法人営業部門と法人サポート部門の２部門で構成
・現在の法人営業部門とスマートサービス推進部門を上記２部門に統合再編
① 法人営業部門
・法人営業統轄部、モバイルソリューション第一部～第三部、ソリューション推進部、決済ビジネス部の６部で構成
・法人営業戦略部を法人営業統轄部に変更、法人営業第一部～第三部ならびに法人ソリューション営業部を
モバイルソリューション第一部～第三部に再編、IoT ビジネス部ならびに法人営業戦略部の一部を
ソリューション推進部へ統合

https://www.conexio.co.jp/

② 法人サポート部門
・法人営業サポート第一部、法人営業サポート第二部の２部で構成
【管理本部】
・経営企画部門と経営管理部門の２部門で構成

２．執行役員の異動
(１) 新任執行役員 １名
執行役員 渡辺 一郎

３．執行役員の担当業務変更及び人事異動 （平成 31 年４月１日付）
氏

名

新

職

取締役専務執行役員 コンシューマ本部長

現

職

取締役専務執行役員

目時 利一郎
営業管掌（コンシューマ事業担当）
取締役専務執行役員 法人本部長
直田 宏

取締役専務執行役員 職能管掌
兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼 営業管掌（法人事業担当）

常務執行役員 管理本部長

常務執行役員 ショップ営業第四部門長

中田 伸治
兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
常務執行役員 コンシューマ本部

常務執行役員 法人営業部門長

保坂 卓二
ショップ営業第四部門長
執行役員 コンシューマ本部
山田 泰

ショップ営業第二部門長代行

執行役員 ショップ営業第二部門長代行
兼 首都圏ショップ営業第三部長

兼 首都圏ショップ営業第四部長
執行役員 法人本部

執行役員 スマートサービス推進部門長

井上 直樹
法人営業部門長
執行役員 管理本部 経営企画部門長

執行役員 経営企画部門長

神野 憲昭
兼 経営企画部長
執行役員 法人本部
福士 和男

法人営業部門長代行

執行役員 法人営業部門長代行
兼 法人営業第一部長

兼 モバイルソリューション第二部長
渡辺 一郎

執行役員 法人本部 法人サポート部門長
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４．人事異動（平成 31 年４月１日付）
氏

名

新

職

現

職

東海支社長
東海支社長
兼 コンシューマ本部
服部 勝明

兼 ショップ営業第一部門
ショップ営業第一部門長代行
東海ショップ営業部長
兼 東海ショップ営業部長
北陸支社長

中村 勝弘

兼 コンシューマ本部

ショップ営業第四部門 営業推進第一部長

ショップ営業第一部門 北陸ショップ営業部長
コンシューマ本部
茨木 達也

ショップ営業第一部門

ショップ営業第二部門

東北・北海道ショップ営業部長代行

首都圏ショップ営業第二部長

兼 北海道支店長

コンシューマ本部
中根 勝

ショップ営業第三部門

ショップ営業第二部門

中国・四国ショップ営業部長代行

首都圏ショップ営業第三部長

兼 四国支店長

コンシューマ本部
ショップ営業第二部門
奈良部 努

ショップ営業第二部門
首都圏ショップ営業第四部長
首都圏ショップ営業第五部長
関西支社長
関西支社長
兼 コンシューマ本部

谷崎 直也

兼 ショップ営業第三部門
ショップ営業第三部門長代行
関西ショップ営業部長
兼 関西ショップ営業部長
九州支社長
ショップ営業第二部門

見米 勝正

兼 コンシューマ本部
首都圏ショップ営業第二部長
ショップ営業第三部門

九州ショップ営業部長

コンシューマ本部
久野 大介

ショップ営業第四部門 営業推進第二部長
ショップ営業第四部門

営業推進第一部長

コンシューマ本部

ショップ営業第三部門

桐村 暁
ショップ営業第四部門

営業推進第二部長

コンシューマ本部

関西ショップ営業部長代行
スマートサービス推進部門

今井 利次
ショップ営業第四部門

営業推進第三部長

新規事業開発室長
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氏

名

新

職

現

職

松井 正幸

法人本部 法人営業部門長補佐

スマートサービス推進部門長補佐

後藤 和一

法人本部 法人営業部門 法人営業統轄部長

法人営業部門 法人営業戦略部長

法人本部
後藤 岳海

法人営業部門 法人営業第三部長
法人営業部門 モバイルソリューション第一部長
法人本部

野口 文洋

法人営業部門 法人ソリューション営業部長
法人営業部門 モバイルソリューション第三部長

坂井 和信

法人本部 法人営業部門 ソリューション推進部長

スマートサービス推進部門 IoT ビジネス部長

法人本部
山中 直樹

スマートサービス推進部門 決済ビジネス部長
法人営業部門 決済ビジネス部長
法人本部

梶田 信介

法人営業部門 法人営業サポート第一部長
法人サポート部門 法人営業サポート第一部長
法人本部

後藤 康信

法人営業部門 法人営業サポート第二部長
法人サポート部門 法人営業サポート第二部長

高木 健一

管理本部 経営企画部門長補佐

法人営業部門長補佐
北陸支社長

中田 信也

管理本部 経営企画部門 経営企画部長

兼 ショップ営業第一部門
北陸ショップ営業部長

以

上
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