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大江戸テレコム株式会社

大江戸テレコム、新代表取締役就任及び
増資実施による体制強化のお知らせ

CTIソリューションと通信サービスを提供する大江戸テレコム株式会社(本社：東京都新宿区)は、2020年9月29日開催の臨時

株主総会において、代表取締役CEOに佐藤 浩行が就任する事となりましたので、お知らせいたします。

また同時に既存株主中心に第三者割当増資を行い、資本金を1億円に増強し体制強化を図ります。

大江戸テレコム株式会社は、人々をつなぎ、ビジネスの生産性と利便性につながる革新的なサービスを提供することによ

り、社会に貢献するために設立されました。高品質で低廉なコールセンターシステムや直収電話サービス、電話回線再販な

どを24時間365日のフルサポート体制により運営しております。

対象となるお客様は、数十人から数千人の大規模なコールセンターを活用されている企業やテレワークを積極的に導入して

いく企業の方々を中心とし、最適なソリューションをご提供できます。

お客様の声に耳を傾け、最先端で安定したテクノロジーを取り入れることで、お客様により満足していただけるサービスを

展開してまいります。

■代表取締役CEO 略歴

佐藤 浩行 (さとう ひろゆき)

1990年～2006年 KDDI株式会社

2009年 海外にて通信事業を展開

2020年10月 大江戸テレコム株式会社 代表取締役CEO 就任

■第三者割当増資概要

募集株式の数 ：普通株式 9,001株

募集株式の払込金額 ：1株につき 金10,000円

募集株式発行により増加資本金：90,010,000円

増加後の資本金 ：100,000,000円

募集株式の引受の申込期日 ：2020年9月30日

大江戸テレコム株式会社は、低価格で高コストパフォーマンスなコールセンターシステムや、直収電話サービス、電話回線

の再販による提供などを行っております。

社名： 大江戸テレコム株式会社(英字社名：Oedo telecom.inc.)

URL ： https://oedotele.com/

本社： 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町543番地7 NS BLDG 2階

TEL ： 03-4477-2340

【特集・近

未来！スマ

ートロックの

【特集・近未来！スマートロックの世
界】
第2回は、スマホでタッチするだけで
解錠も！スマートロック「Akerun」を
使ってみた

【プレゼン

ト！】

【プレゼント！】
スウェーデン発の家電メーカー「エレ
クトロラックス」のスティックタイプ掃除
機「エルゴラピード・リチウム」（カラ
ー：タングステン）が当たる！

【特集「MW

C 2016」】

【特集「MWC 2016」】
モバイルのトレンドが分かる世界最
大級の展示会「MWC 2016」がスペイ
ン・バルセロナで2月22日に開幕！
現地レポをお届け！

【はじめて

の格安スマ

ホ】

【はじめての格安スマホ】
「本当に安いの？」「注意点は？」と
いった疑問に回答！第4回は「ゲオス
マホ」を解説

【今週のエ

ンジニア女

子】

【今週のエンジニア女子】
毎週さまざまな企業のエンジニア職
の素敵な女性を紹介する「今週のエ
ンジニア女子」

【木暮祐

一のモバイ

ルウォッチ】

【木暮祐一のモバイルウォッチ】
■第93回 東日本大震災から5年、通
信ネットワークの災害対策は進んで
いるのか？

【連載・オ

トナのガジェ

ット研究所】

【連載・オトナのガジェット研究所】
■花粉症対策！スマホアプリで操作
できる空気清浄機「Blueair Sense+」
を徹底攻略

【連載・

「視点」】

【連載・「視点」】
■注目の企業やそのサービスを取材
し、事業の戦略や着眼点を紹介

【防犯シス

テムNAVI】

【防犯システムNAVI】
防犯システムのハードウェアからソリ
ューションまで最新情報を掲載

【発表】ブ

ロードバンド

アワード 201

【発表】ブロードバンドアワード 2015
「キャリア」「光コラボ」「ISP」「無線LA
Nルータ部門」「ビデオオンデマンド部
門」の各部門を発表！

【ピックア

ップ】

【ピックアップ】
あなたが使うスマホの通信環境はど
う？ネットワーク品質にかけるキャリ
アの取り組みに迫る。［PR］

【連載・快

適ペットライ

フ】

【連載・快適ペットライフ】
■ペットの長生きをサポートする、「プ
レミアムフード」が人気を集める理由

【SPEED T

EST】

【SPEED TEST】
■総務省ガイドラインで「実効速度」
を分析！

「食」の安

心・安全

「食」の安心・安全
注目製品から最新トレンド、活用事
例を紹介

〒 -
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中居正広、歌手デビューするざわちんの歌唱力に

「ほんと、ナメちゃだめ！」

240gで軽量なのに大容量13,400mAh搭載のモバイ

ルバッテリ

「黒崎くんの言いなりになんてならない」原作の”キ

ス＆耳かぷ”シーン公開

菜々緒、「モテたくて可愛い路線」だった大学時代

の写真公開

菜々緒、自身のランジェリー姿を絶賛「すばらしい

ですね！」

価格20万円のHDMIケーブル！フルスペック4Kに

対応

「仮面ライダー」俳優の稲葉友、実写ドラマ「ひぐら

しのなく頃に」で主演決定

佐々木希、あどけない小学生時代の写真公開

セカオワSaori、デビュー前のボーイッシュな姿にフ

ァン「今と全然違う！」「カッコいい！」

加藤紗里、川本真琴に「ブロック解除して～」

PC版

PDA版

iモード版

au版

SoftBank版

AirH"Phone版

アクセスランキング

全ニュースを対象にした、直近3時間のアクセスランキングです

ユーザーアシスタンス

ビジネスイベント情報

セキュリティ業界ニュース

中小企業向けニュース

分かりやすく伝えるITニュース

コンテンツメニュー

トップ

ブロードバンド

エンタープライズ

デジタル機器

エンタメ

ビデオ

スピード測定

メール購読

楽天市場
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