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平成 29 年 3 月 9 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

 

当社及び子会社の組織変更及び役員人事に関するお知らせ 

 

当社及び子会社の組織変更及び役員人事について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．組織変更について 

（１）本部制の導入 

営業本部、放送本部、技術本部、管理本部を新設する。 

（２）事業アライアンス推進室の新設 

本社直轄組織として事業アライアンス推進室を新設する。 

（３）システム企画部の新設 

   技術本部にシステム企画部を新設する。 

 

（以上、平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

Ⅱ．役員人事について 

１．株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

（１）取締役新任 

吉澤 君弘 取締役（非常勤） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （非常勤） 

    （平成 29年 3月 31日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

高田 稚彦 専務取締役 取締役（非常勤） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

高田 稚彦 

（専務取締役） 

事業アライアンス推進室担当 － 
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 (新) (現) 

杉山 康則 

（常務取締役） 

技術本部長、放送本部長 技術部、放送制作部、放送企画

部担当、技術部長 

 

岩本 裕英 

（常務取締役） 

営業本部長、 

㈱いちはらコミュニティ・ネッ

トワーク・テレビ代表取締役社

長、 

㈱イースト・コミュニケーショ

ンズ代表取締役社長 

営業推進部、営業管理部、御殿

場・三島・沼津・富士・西静支

店担当、 

㈱いちはらコミュニティ・ネッ

トワーク・テレビ代表取締役社

長、 

㈱イースト・コミュニケーショ

ンズ代表取締役社長 

 

 

 

近藤 雄二 

（取締役） 

管理本部長、 

経営企画室、カスタマーセンタ

ー担当 

経営企画室、総務部、コンプライアン

ス・リスク管理部、お客様相談室、カ

スタマーセンター担当 

 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

２．株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 

（１）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

梶本 武宏 

（常務取締役） 

営業部担当 営業部担当、営業部長 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

３．厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 

（１）取締役新任 

本間 竜平 取締役 

加藤 純平 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

村井 匡 常務取締役 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 
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（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

近藤 正記 

（取締役社長） 

－ 営業部、放送制作部、技術部担当、

営業部長 

 

村井 匡 

（常務取締役） 

総務部、放送制作部担当、 

総務部長 

 

総務部担当、総務部長 

本間 竜平 

（取締役） 

 

営業部担当、営業部長 （新任） 

加藤 純平 

（取締役） 

 

技術部担当、技術部長 （新任） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

４．株式会社イースト・コミュニケーションズ 

（１）取締役新任 

西村 昌訓 取締役（非常勤） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

５．エルシーブイ株式会社 

（１）取締役新任 

藤森 敏文 取締役 

大野 揚史 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （代表取締役社長） 

成岡 茂 （取締役） 

伊藤 敏昭 （取締役） 

    （平成 29年 3月 31日 実施予定） 

 

（３）代表取締役及び役付取締役の異動 

   (新) (現) 

吉澤 君弘 代表取締役社長 専務取締役 

藤森 敏文 常務取締役 （新任） 

大野 揚史 常務取締役 （新任） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 
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（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

吉澤 君弘 

（取締役社長） 

 

放送制作部担当 営業部、企画部、情報基盤部

担当 

藤森 敏文 

（常務取締役） 

 

総務部担当 （新任） 

大野 揚史 

（常務取締役） 

 

営業部、企画部、情報基盤部担当 （新任） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

６．株式会社倉敷ケーブルテレビ 

（１）取締役新任 

伊藤 享 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （代表取締役社長） 

堀 昌正 （常務取締役） 

    （平成 29年 3月 31日 実施予定） 

（３）代表取締役及び役付取締役の異動 

   (新) (現) 

深井 賀博 代表取締役社長 代表取締役専務 

劔持 成利 専務取締役 常務取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

伊藤 享 

（取締役） 

技術部、放送制作部担当 （新任） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 
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７．株式会社トコちゃんねる静岡 

（１）取締役新任 

成岡 茂 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

藤森 敏文 （常務取締役） 

長谷川  達也 （常務取締役） 

    （平成 29年 3月 31日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

成岡 茂 常務取締役 （新任） 

天野 忠 常務取締役 取締役 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

岩本 光司 

（取締役社長） 

 

営業部担当 － 

成岡 茂 

（常務取締役） 

 

総務部担当、総務部長 （新任） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

 

８．株式会社ネットテクノロジー静岡 

（１）取締役新任 

成岡 茂 取締役（非常勤） 

    （平成 29年 4月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

長谷川  達也 （非常勤） 

    （平成 29年 3月 31日 実施予定） 

 

 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 人事企画部 

TEL：054-273-4932 

 


