
経営調査室

知的財産室

技術戦略部
5G基盤計画室

ネットワーク企画部

ビジネス開発部

モバイル技術本部 モバイルアクセス技術部

経営企画部

リスクマネジメント本部 内部統制部
監査部

経営管理本部

総務本部

事業創造本部

技術統括本部 技術企画本部 総括・人材育成部

ブランドマネジメント部

広報部

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 宣伝部

物流統括部

購買本部 購買統括部
購買部

人財開発部
人事企画部

資金管理部
経営管理部

コーポレート統括本部

次世代自動化開発本部 プロセス統合推進部

オペレーション技術開発部

情報システム本部

地方創生推進部

企業戦略部

システム企画部

スマートオフィスシステム部
システムマネジメントサービス部

コネクティッド技術部
UQ技術部
UQ設備部

ネットワーク開通部

オプティカルネットワーク部
IPネットワーク部

オペレーション基盤開発部

渉外・広報本部 秘書室

ネットワーク技術本部 ネットワーク戦略部

ＥＰＣ技術部
次世代ネットワーク開発部

システムインテグレーション部
モバイルコア技術部

経営戦略本部

シェアードサービス推進室

渉外統括部
相互接続部

グループマネジメント推進室

経理部

法務部
総務部

DX推進部
ＩＲ室

DX企画推進部
次世代基盤整備室
ビジネスインキュベーション推進部

人事本部 働き方改革・健康経営推進室

PI推進部

技術企画部

電波部

DXシステム１部
DXシステム２部

基幹システム３部
基幹システム４部

基幹システム１部
基幹システム２部

コアネットワーク部

2021年5月1日付　KDDI組織図

【新組織】

中部総支社

北陸総支社

北関東総支社

南関東総支社

九州総支社

関西総支社

中国総支社

株主総会

社　長

経営会議

会　長

四国総支社

九州総支社

東北総支社

北海道総支社

監査役室

取締役会 監査役会 監査役

北海道総支社

東北総支社

【旧組織】

株主総会

取締役会 監査役会 監査役

会　長
監査役室

社　長

経営会議

北関東総支社

南関東総支社

中部総支社

北陸総支社

関西総支社

中国総支社

四国総支社

リスクマネジメント本部 内部統制部
監査部

経営戦略本部 経営企画部
企業戦略部
グループマネジメント推進室
経営調査室
地方創生推進部

事業創造本部 DX企画推進部
次世代基盤整備室
ビジネスインキュベーション推進部
ビジネス開発部

コーポレート統括本部 経営管理本部 経理部
資金管理部
経営管理部
DX推進部
ＩＲ室

総務本部 総務部
法務部
知的財産室

人事本部 働き方改革・健康経営推進室
人財開発部
人事企画部

購買本部 購買統括部
購買部
PI推進部
物流統括部

シェアードサービス推進室

渉外・広報本部 秘書室
渉外統括部
相互接続部
広報部

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 宣伝部
ブランドマネジメント部

技術統括本部 技術企画本部 総括・人材育成部
技術企画部
ネットワーク企画部
電波部
技術戦略部
5G基盤計画室

モバイル技術本部 モバイルアクセス技術部
システムインテグレーション部
モバイルコア技術部
ＥＰＣ技術部
次世代ネットワーク開発部
コネクティッド技術部
UQ技術部
UQ設備部

ネットワーク技術本部 ネットワーク戦略部
オプティカルネットワーク部
IPネットワーク部
ネットワーク開通部

情報システム本部 システム企画部
基幹システム１部
基幹システム２部
基幹システム３部
基幹システム４部
DXシステム１部
DXシステム２部
スマートオフィスシステム部
システムマネジメントサービス部

次世代自動化開発本部 プロセス統合推進部
オペレーション基盤開発部
オペレーション技術開発部
コアネットワーク部

（新設） 新たに設置するもの
（変更） 所属組織・階層の変更、もしくは統合・分割後の存続部署
（改称） 名称のみを変更するもの

（廃止） 統合などにより廃止するもの

（変更） 所属組織・階層の変更、もしくは統合・分割後の存続部署

（改称） 名称のみを変更するもの
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コンシューマオンライン営業部

トヨタ営業部

ｺﾝｼｭｰﾏ関西支社

UX・ビジネスプロセス企画部

（新設）

5G・xRサービス企画開発部
エンターテインメント推進部
アドミニストレーション部

ライフデザインサービス企画１部

ｺﾝｼｭｰﾏﾌﾛﾝﾄ企画統括部

ｺﾝｼｭｰﾏ中部北陸支社

ｺﾝｼｭｰﾏ九州支社

5G・xRサービス戦略部
5G・xRメディア推進部

ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括２部
ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括３部

ｺﾝｼｭｰﾏ中国四国支社

ｺﾝｼｭｰﾏ北海道東北支社

ホームIoT企画部
サービス開発１部
サービス開発２部

建設管理部
エリア品質管理部
サービス品質管理センター

セキュリティ監査部

ライフデザインサービス企画２部

金融決済ビジネス部

教育事業推進部

システムマネジメント部

プロダクト企画部
カスタマーサービス企画部

データマネジメント部

コマースビジネス部

エネルギービジネス企画部
エネルギービジネス推進部

カスタマーサービス推進部
ビリングサービス部

CATV営業企画部
お客様相談部

CATV西日本営業部

サービス統括本部 サービス技術部

プロダクト品質管理部
サービス開発３部

コンシューマ営業統括本部 ｺﾝｼｭｰﾏ営業企画統括部

CATVソリューション推進部
CATV東日本営業部
CATV中日本営業部

パーソナル事業企画部パーソナル企画統括本部

パーソナル事業管理部
UQ事業運営室

パーソナル事業推進部
パーソナル業務推進部

アライアンスビジネス企画部

UQ事業推進部
次世代ビジネス企画部

ｺﾝｼｭｰﾏ営業推進統括部

ｺﾝｼｭｰﾏ特販営業統括部

ｺﾝｼｭｰﾏ広域量販統括部
ｺﾝｼｭｰﾏ開通業務統括部
ｺﾝｼｭｰﾏﾌﾛﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ統括部

ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括１部

パーソナル事業本部 マーケティング本部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発１部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発２部
キャリアビジネス部

マーケティング推進部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業統括部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ技術管理部

情報セキュリティ本部 情報セキュリティ企画部

グローバルICT技術部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業企画本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業企画部

エンジニアリング推進本部

ｺﾝｼｭｰﾏ関東支社

グローバル技術・運用本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

東日本運用センター
西日本運用センター

ネットワークエンジニアリング部
情報管理センター

マーケティング企画部
DXデザイン部
パートナービジネス推進部
au PAY企画部
プロセスマネジメント部

アライアンス推進室

サービスコントロールセンター

システムセキュリティ部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業管理部

運用管理部

プラットフォームエンジニアリング部

モバイルエンジニアリング部
アプリケーションエンジニアリング部

エンジニアリング推進本部 アライアンス推進室
運用管理部
建設管理部
エリア品質管理部
サービス品質管理センター
モバイルエンジニアリング部
アプリケーションエンジニアリング部
プラットフォームエンジニアリング部
ネットワークエンジニアリング部
情報管理センター
サービスコントロールセンター
東日本運用センター
西日本運用センター

グローバル技術・運用本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

グローバルICT技術部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

情報セキュリティ本部 情報セキュリティ企画部
システムセキュリティ部
セキュリティ監査部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業企画本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業企画部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業管理部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業統括部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ技術管理部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発１部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｼｭｰﾏ事業開発２部
キャリアビジネス部

パーソナル事業本部 マーケティング本部 マーケティング推進部
マーケティング企画部
DXデザイン部
パートナービジネス推進部
au PAY企画部
プロセスマネジメント部

コンシューマ営業統括本部 ｺﾝｼｭｰﾏ営業企画統括部
ｺﾝｼｭｰﾏ営業推進統括部
コンシューマオンライン営業部
ｺﾝｼｭｰﾏ特販営業統括部
トヨタ営業部
ｺﾝｼｭｰﾏﾌﾛﾝﾄ企画統括部
ｺﾝｼｭｰﾏﾌﾛﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ統括部
ｺﾝｼｭｰﾏ開通業務統括部
ｺﾝｼｭｰﾏ広域量販統括部
ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括１部
ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括２部
ｺﾝｼｭｰﾏ広域代理店統括３部
ｺﾝｼｭｰﾏ北海道東北支社
ｺﾝｼｭｰﾏ関東支社
ｺﾝｼｭｰﾏ中部北陸支社
ｺﾝｼｭｰﾏ関西支社
ｺﾝｼｭｰﾏ中国四国支社
ｺﾝｼｭｰﾏ九州支社

サービス統括本部 サービス技術部
ホームIoT企画部
サービス開発１部
サービス開発２部
サービス開発３部
プロダクト品質管理部
5G・xRサービス戦略部
5G・xRメディア推進部
5G・xRサービス企画開発部
エンターテインメント推進部
アドミニストレーション部
ライフデザインサービス企画１部
ライフデザインサービス企画２部
データマネジメント部
教育事業推進部
コマースビジネス部
金融決済ビジネス部
UX・ビジネスプロセス企画部
システムマネジメント部
エネルギービジネス企画部
エネルギービジネス推進部

パーソナル企画統括本部 パーソナル事業企画部
パーソナル業務推進部
パーソナル事業推進部
パーソナル事業管理部
UQ事業運営室
UQ事業推進部
次世代ビジネス企画部
アライアンスビジネス企画部
プロダクト企画部
カスタマーサービス企画部
カスタマーサービス推進部
ビリングサービス部
お客様相談部
CATV営業企画部
CATVソリューション推進部
CATV東日本営業部
CATV中日本営業部
CATV西日本営業部

ライフデザイン戦略企画部
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コネクティビティ・DC企画部

アジャイル開発部

金融営業部
官公庁営業部

モバイルサービス部
ネットワークプロビジョニング部
アライアンス営業部
営業１部
営業２部
営業３部
営業４部
営業５部
エネルギー・運輸営業部

企画統括部

ネットワークサービス企画部

プラットフォーム技術部

コネクティッドシステム部
トヨタ営業統括部
地方創生支援室

ソリューション１部
ソリューション２部
ソリューション３部
ソリューション４部
ソリューション５部
官公庁ソリューション部

クラウドソリューション部
マネージドソリューション部

IoT営業推進部

関西ソリューション部

IoT統括部

DX・IoTソリューション部
ホールセールビジネス部
自動車ビジネス推進部

ネットワークソリューション部

モバイルビジネス統括部
プロジェクト営業部
営業統括部
ソリューション関西支社
関西営業統括部

ビジネスIoT推進本部

ソリューション中部支社
ソリューション北海道支社
ソリューション東北支社
ソリューション北関東支社
ソリューション南関東支社
ソリューション北陸支社
ソリューション中国支社
ソリューション四国支社
ソリューション九州支社

ソリューション企画部
ソリューションプロダクト推進部

ソリューション推進本部

ビジネスデザイン本部
DX推進部
ビジネスサポート部

サービス企画開発本部

クラウドサービス企画部
5G・IoTサービス企画部

マーケティング部
EX推進部

業務改革部
事業管理部
海外事業推進部

企画開発戦略部

ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 事業企画部 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 事業企画部
海外事業推進部
事業管理部
業務改革部
マーケティング部
EX推進部

サービス企画開発本部 企画開発戦略部
ネットワークサービス企画部
クラウドサービス企画部
5G・IoTサービス企画部
コネクティビティ・DC企画部
プラットフォーム技術部
アジャイル開発部

ビジネスデザイン本部 企画統括部
DX推進部
ビジネスサポート部
モバイルサービス部
ネットワークプロビジョニング部
アライアンス営業部
営業１部
営業２部
営業３部
営業４部
営業５部
エネルギー・運輸営業部

ソリューション北陸支社
ソリューション中国支社
ソリューション四国支社
ソリューション九州支社

ソリューション推進本部 ソリューション企画部

金融営業部
官公庁営業部
モバイルビジネス統括部
プロジェクト営業部
営業統括部
ソリューション関西支社
関西営業統括部
ソリューション中部支社
ソリューション北海道支社

トヨタ営業統括部
地方創生支援室

マネージドソリューション部
関西ソリューション部

ビジネスIoT推進本部 IoT統括部
IoT営業推進部
DX・IoTソリューション部
ホールセールビジネス部
自動車ビジネス推進部
コネクティッドシステム部

ソリューションプロダクト推進部
ソリューション１部
ソリューション２部
ソリューション３部
ソリューション４部
ソリューション５部
官公庁ソリューション部
ネットワークソリューション部
クラウドソリューション部

ソリューション東北支社
ソリューション北関東支社
ソリューション南関東支社
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