2021 年 3 月 4 日
アルテリア・ネットワークス株式会社
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ

2021 年 4 月 1 日付主要人事および機構改革のお知らせ
本日、アルテリア・ネットワークス株式会社（以下、アルテリア・ネットワークス）及び株式会社つなぐネットコミュ
ニケーションズ（以下、つなぐネットコミュニケーションズ）は、2021 年 4 月 1 日付の両社の執行役員人事お
よびグループの機構改革を決定いたしましたのでお知らせいたします。

１．執行役員人事（変更部分のみ）
１）アルテリア・ネットワークス執行役員人事
氏名

新
常務執行役員 CDO
（Chief Digital Officer）

大橋 一登

兼 DX 事業本部長
兼 つなぐネットコミュニケーションズ
代表取締役社長

菊地 泰敏
清水 悟

現
常務執行役員 CSO
(Chief Strategic Officer)
兼 つなぐネットコミュニケーションズ
代表取締役社長

常務執行役員 CTO

執行役員 CTO

(Chief Technology Officer)

(Chief Technology Officer)

執行役員 CIO

執行役員 CNO

（Chief Information Officer)

(Chief Network Officer)

２）つなぐネットコミュニケーションズコミュニケーションズ執行役員人事
氏名
森谷 和徳

新
常務執行役員 営業統括代行

現
―

２．機構改革
１）アルテリア・ネットワークス
目的
後日発表予定の次期中期経営計画を推進する為、組織体制を改変する。


保有ネットワーク資産を活用した競争力のあるプロダクト開発、ネットワークエリア展開・更
改を実現すべく、技術部門体制の再編・最適化



営業力強化を企図し、各組織のミッションを明確にした営業体制に編成



ネットワーク資産・顧客基盤を活かし、ソフトウェア技術を駆使して非通信サービスを提供す
る新規事業立ち上げのため DX 事業本部を新設



次期中期経営計画や ERP の導入を効率的に推進・実施すべく、コーポレート部門を再編

機構改革の概要
CTO（Chief Technology Officer）／CIO（Chief Information Officer)
グループ全体のプロダクト開発・ネットワーク敷設とその運用保守・カスタマーサポート業務等を
担う各組織をプロダクト開発各組織、エンジニアリング＆オペレーション本部、デリバリー本部に
再編。また、CIO（Chief Information Officer)職を新設し、グループ全体の情報システム開発・
構築・運用を一元的に担う体制とする。
CCO（Chief Commercial Officer）
営業支援を行う営業推進本部とフロント営業の営業本部に再編する。
CDO（Chief Digital Officer）
CDO（Chief Digital Officer）職を新設し、ソフトウェア技術を駆使して非通信サービスを提供す
る新規事業立ち上げや、法人・個人のお客様毎のニーズに対応した次世代ネットワークサービス事
業の企画・推進、ポータルサイト等の関連事業を統合・再編する。
CFO(Chief Financial Officer)／CAO(Chief Administrative Officer)
CFO(Chief Financial Officer)、CSO (Chief Strategic Officer) 、CAO(Chief Administrative
Officer)の組織を CFO／CAO の２部門に整理・再編する。

CFO(Chief Financial Officer)

財務・経理本部、財務管理部、IR 室、ERP 推進本
部、調達 SCM 本部
人事本部、経営企画部、事業管理部、法務・コンプ

CAO(Chief Administrative Officer)

ライアンス統括部、総務部、渉外室、コーポレート
ガバナンス推進室

CDO（Chief Digital Officer）

DX 事業本部、つなぐネットコミュニケーションズ
マンションプロダクトマネジメント部、プロダクト

CTO（Chief Technology Officer）

マネジメント部、プロダクトプランニング部、テク
ニカルデザイン部、エンジニアリング＆オペレーシ
ョン本部、デリバリー本部

CIO（Chief Information Officer)
CCO(Chief Commercial Officer)

IT 企画推進本部、次世代運用推進本部、業務基幹シ
ステム本部、お客様サービス室
営業推進本部、営業本部

【CFO 管轄】
 「財務・経理本部」は「財務部」と「経理部」の二部制とする。
 「レポーティング部」を「財務管理部」に改称する。
 「IR 室」は「財務・経理本部」から CFO 直下組織とする。
 「SCM 推進本部」を「調達 SCM 本部」と改称し、CAO 管下から CFO 管下に移管する。
【CAO 管轄】
 CSO 管下の「経営企画部」と「事業管理部」及び、CTO 管下の「渉外室」を CAO 管下に移管する。
 CEO 管下の「内部監査部」に CAO 管下の「内部統制部」を移管・統合する。
 「経営管理室」を「コーポレートガバナンス推進室」に改称する。
【CDO 管轄】
 「DX 事業本部」を新設し、配下に「新規事業開発部」を設置、
「事業推進部」と「DX 企画部」を
新設する。
【CTO 管轄】
 「マンションプロダクトマネジメント部」を新設。
 CNO 管下の「オペレーション本部」と CTO 管下の「アクセスネットワークエンジニアリング部」
、
「バックボーンネットワークエンジニアリング部」を「エンジニアリング＆オペレーション本
部」に統合・再編し、配下に「バックボーンネットワークエンジニアリング部」
、
「IP エンジニ
アリング部」、
「ファシリティエンジニアリング部」
、「カスタマーオペレーション部」を配置す
る。
 「デリバリー本部」は CNO 管下から CTO 管下へ移管し、配下の「基幹デリバリー部」を「バッ
クボーンネットワークエンジニアリング部」に統合・再編する。
 CNO 管下の「ソリューション本部」
、
「次世代運用推進本部」、
「情報システム本部」を CTO／CIO
と CCO 管轄に再編する。その内、CIO 管下に、
「IT 企画推進本部」
、
「次世代運用推進本部」、
「業
務基幹システム本部」を置く。
 「IT 企画推進本部」を新設し、配下に「IT インフラ推進部」、
「IT 企画推進部」を新設する。
 「次世代運用推進本部」配下の「プラットホーム開発部」を「OSS 開発推進部」に改称する。
 「情報システム本部」を「業務基幹システム本部」に改称し、配下に「基幹システム部」を新設
する。
 CIO 管下に「お客様サービス室」を配置する。
【CCO 管轄】
 「営業推進本部」配下の「管理部」を「営業管理部」に改称する。
 「ソリューションエンジニアリング部」を CNO 管下から CCO 管下に移管し、
「ソリューション
部」に改称、
「営業推進本部」配下とする。
 「第一営業本部」「第二営業本部」「西日本営業本部」の３本部を「営業本部」に統合再編し、
配下に「第一営業部」、「第二営業部」、「第三営業部」、「第四営業部」、「第五営業部」、
「西日本営業部」、「中部営業部」を配置する。

２）つなぐネットコミュニケーションズ 2021 年 4 月 1 日付 機構改革




「マンション事業部」と「経営企画本部」を統合し、「事業企画本部」とする。
「施工管理本部」は「施工管理部」に改称し、「事業企画本部」配下に移管する。
営業統括職を新設し、配下に「第一営業本部」
、
「第二営業本部」の２本部を配置する。

以上

（参考）
2021 年 4 月 1 日付役員体制

アルテリア・ネットワークス 2021 年 4 月 1 日付 取締役および執行役員体制
氏名
株本 幸二

役位
代表取締役社長 CEO

三宅 伊智朗

取締役※

江﨑 浩

取締役※

阿部 達也

取締役

目代 晃一

監査役※※

柴崎 秀紀

監査役

本村 健

監査役※※

猪熊 浩子

監査役※※

有田 大助
建石 成一

取締役専務執行役員
CCO
常務執行役員 CFO

大橋 一登

常務執行役員 CDO

菊地 泰敏

常務執行役員 CTO

中村 孝裕

執行役員 CAO

清水 悟

執行役員 CIO

大槻 哲彰

執行役員

小山 孝弘

執行役員

職務（主たる所管）

営業推進本部、営業本部
財務・経理本部、財務管理部、IR 室、ERP 推進本部、調
達 SCM 本部
DX 事業本部
つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長
マンションプロダクトマネジメント部、プロダクトマネジ
メント部、プロダクトプランニング部、テクニカルデザイ
ン部、エンジニアリング＆オペレーション本部、デリバリ
ー本部
人事本部、経営企画部、事業管理部、法務・コンプライア
ンス統括部、総務部、渉外室、コーポレートガバナンス推
進室
IT 企画推進本部、次世代運用推進本部、業務基幹システム
本部、お客様サービス室
つなぐネットコミュニケーションズ出向
常務執行役員 営業統括
CCO 補佐 兼 営業本部 本部長 兼 西日本営業部 部長

※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役を示しています。
※※ 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役を示しています。

【本件についてのお問い合わせ】
アルテリア・ネットワークス株式会社
経営企画部 広報課
E-mail：pr@arteria-net.com
TEL: 03-6823-0555（受付時間：平日 9:00～17:30）
●お知らせに記載されている内容は、発表日時点の内容です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あ
らかじめご了承ください。

