
 
 

2020 年 2 月 17 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 
 

役員人事および機構改革のお知らせ 

 

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）は、2020 年 1 月 30 日および 2020 年

2 月 13 日に開催された取締役会において、2020 年 4 月 1 日付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。 

また、同社グループ事業会社である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、2020 年 3 月 31 日予定の臨時株主総会に付議する取締役および監査役の候補者の一部を

決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 
１．役員人事 
 
アルテリア・ネットワークス執行役員人事（2020 年 4 月 1 日付）  

 
 
つなぐネットコミュニケーションズ取締役人事 （2020 年 3 月 31 日付） 

 
 
つなぐネットコミュニケーションズ監査役人事（2020 年 4 月 1 日付） 

 
 
つなぐネットコミュニケーションズ執行役員人事（2020 年 4 月 1 日付） 

 

氏名 新 現 
大橋 一登 常務執行役員 CSO (Chief Strategic Officer) 常務執行役員 CMO 
清水 悟 執行役員 CNO (Chief Network Officer) 執行役員 

氏名 新 現 
大橋 一登 取締役（2020 年4月1日代表取締役就任予定） 

兼 アルテリア・ネットワークス 
常務執行役員 CSO 

マンション事業部長 兼 
バリュークリエイション部長 兼 
アルテリア・ネットワークス 
常務執行役員 CMO 

氏名 新 現 
目代 晃一 監査役 

兼 アルテリア・ネットワークス 監査役 
アルテリア・ネットワークス 監査

役 

氏名 新 現 
小山 孝弘 常務執行役員 営業本部 副本部長 

兼 アルテリア・ネットワークス 執行役員 
アルテリア・ネットワークス 執行

役員 ネットワークプロダクト事業

部長 
籏持 正彌 執行役員 経営企画本部長 執行役員 営業本部 副本部長 



 
 
２．機構改革 
  
アルテリア・ネットワークス 2020 年 4 月 1 日付 機構改革骨子 
当社グループでは目下、①保有する自社のネットワーク強化と既存事業の効率化・最適化、②新規

事業構築、③ガバナンス体制強化、④人財強化等の観点より、様々な施策を推進しております。 
2020 年 4 月 1 日付機構改革においては、前述の様々な施策をさらに加速して最大限の効果を実現、

当社の持続的成長に資することを目的として以下を実施します。 
 
①-1 保有ネットワークの強化 

プロダクト（サービス）の企画・設計を行う「ネットワークプロダクト事業部」、「IP プロダクト

事業部」と「ネットワークオペレーション統括本部の構築・運用・保守等の機能」を集約して「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」「ファシリ

ティエンジニアリング部」「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」「原価管理部」に再編することで、保有ネットワークの強化を図ります。

この再編により、我々が保有するネットワークインフラの最適化を図り、このネットワークを活用

して提供する各サービスがより強化され従来にも増して競争優位性の高いものになることを企図し

ております。この役割・機能は CTOがリードしていきます。 

 

①-2 既存事業の効率化・最適化 

安定したサービスの提供とともに業務効率を最大限にすることを企図し、「ネットワークオペレー

ションの監視、一次保守・サービスデリバリー業務」に加えて、「情報システム本部」と「ソリュ

ーション本部」が担う業務を CNO 下に集約、再編することで既存事業の効率化・最適化を図ります。

この再編を通じて、より安定したネットワーク運用を実現、さらには「次世代運用推進本部」を新

設し、セキュリティオペレーションセンタ（SOC）を含む新たな運用体制の構築を加速します。この

役割・機能についても CNOがリードします。 

 

②新規事業構築 

アルテリアグループの経営方針を策定し、グループの様々な経営課題への対応や各部署間の効率的

な連携を推進する目的で、「事業戦略本部」を再編して「経営企画部」「事業管理部」とし、さら

には「新規事業開発部」を新設してローカル 5Gなど、全社レベルでの新規事業開発を推進していき

ます。この役割・機能は CSOがリードします。 

 

③ガバナンス体制構築、④人財強化 

コンプライアンス統括室は法務・リスクマネジメント部と統合、法務・コンプライアンス統括部と

して一体運営、リソースの拡充・効率化を図り、さらなるガバナンスの進化を目指します。 

また、人事総務本部から総務部を独立させ、人事本部とした上で人財採用部を新設、人財強化を加

速させます。この役割・機能については引き続き CAO下で担っていきます。 

 

尚、営業面では、「法人営業統括本部」は廃止し、「営業推進部」を「管理部」とともに「営業推

進本部」下とし営業管理機能を集約、「第一営業本部」「第二営業本部」「西日本営業本部」「営

業推進本部」を CCOがリードしていきます。 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
アルテリア・ネットワークス 2020 年 4 月 1 日付 機構改革 
CFO(Chief Financial Officer) 財務・経理本部、ERP推進本部 

 

CAO(Chief Administrative Officer) 人事本部、SCM 推進本部、内部統制部、法務・コンプライア

ンス統括部、総務部、経営管理室 

 

CSO(Chief Strategic Officer) 経営企画部、事業管理部、新規事業開発部 

 

CTO(Chief Technology Officer) 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、ファシリティエンジニアリング部、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、原価管理部 

 
CCO(Chief Commercial Officer) 営業推進本部、第一営業本部、第二営業本部、西日本営業本

部 
 
CNO(Chief Network Officer) デリバリー本部、オペレーション本部、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、お客様サービス室、

IPテレフォニーシステム部 

 

【CFO管轄】 

 ・「財務・経理本部」管下の「予算管理部」を「レポーティング部」に改称する。 

 

【CAO管轄】 

 ・「人事総務本部」を「人事本部」とし、管下に「人財採用部」を新設する。 

・「総務部」を CAO直轄とする。 

 ・「SCM推進本部」の管下を「購買統括部」と「SCM推進部」の 2部体制とする。 

 ・「法務・リスクマネジメント部」と「コンプライアンス統括室」を統合し、 

「法務・コンプライアンス統括部」とする。 

 

【CSO管轄】 

 ・「事業戦略本部」を発展的に解消し、「経営企画部」と「新規事業開発部」を新設、 

「事業管理部」はそのままとする。 

 

【CTO管轄】 

 ・「ネットワークプロダクト事業部」、「IPプロダクト事業部」、 

「ネットワークオペレーション統括本部計画管理部」、「同統括本部オペレーション本部の一部」 

を再編し、「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」、「ファシリティエンジニアリング部」、 

「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」、「原価管理部」とする。 

 

【CCO管轄】 

 ・「営業推進本部」を新設し、管下に「営業推進部」を配置し、「管理部」を新設する。 

・「法人営業統括本部」を廃止し、CCO管下に「第一営業本部」「第二営業本部」 

「西日本営業本部」とする。 

 



 
【CNO管轄】 

 ・「オペレーション本部」の管下を、「カスタマーオペレーション部」と「ネットワークオペ  

  レーション部」に変更する。 

 ・「ソリューション本部」を CCO 管下から CNO管下へ移管する。 

 ・「次世代運用推進本部」を新設し、管下に「セキュリティ推進部（サイバーセキュリティ 

  室より改称）」、「プラットホーム開発部」を設置する。 

 ・「情報システム本部」を CMO管下から CNO管下へ移管する。 

 ・「IP テレフォニーシステム部」を新設する。 

 

 

 

つなぐネットコミュニケーションズ 2020年 4月 1日付 機構改革 

管理本部 

マンション事業部 

経営企画本部 

施工管理本部 

営業本部 

 

 ・「経営企画本部」を新設する。 

 

以上 

 
  



 
 
（参考）  
 

2020 年 4 月 1 日付役員体制 
 
 
アルテリア・ネットワークス 2020 年 4 月 1 日付 取締役および執行役員体制 

※ 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 
事業戦略本部 戦略企画部 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。 

 

氏名 役位 職務（主たる所管） 
株本 幸二 代表取締役社長 CEO  
三宅 伊智朗 取締役※  
江﨑 浩 取締役※  
藤永 崇志 取締役  
目代 晃一 監査役※※  
柴崎 秀紀 監査役  
本村 健 監査役※※  
有田 大助 専務執行役員 CCO 営業推進本部、第一営業本部、第二営業本部、西日本営業

本部 
建石 成一 常務執行役員 CFO 財務・経理本部、ERP 推進本部 
大橋 一登 常務執行役員 CSO 経営企画部、事業管理部、新規事業開発部、 

つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役社長 
中村 孝裕 執行役員 CAO 人事本部、SCM 推進本部、内部統制部、法務・コンプラ

イアンス統括部､総務部､経営管理室 
菊地 泰敏 執行役員 CTO 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、ファシリティエンジニアリング

部、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、原価管理部 
清水 悟 執行役員 CNO デリバリー本部、オペレーション本部、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、お客様サー

ビス室、IP テレフォニーシステム部 
大槻 哲彰 執行役員 つなぐネットコミュニケーションズ出向  

常務執行役員 営業本部長 
小山 孝弘 執行役員 つなぐネットコミュニケーションズ出向  

常務執行役員 営業本部副本部長 


