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取締役取締役取締役取締役のののの業務分掌変更及業務分掌変更及業務分掌変更及業務分掌変更及びびびび組織変更組織変更組織変更組織変更・・・・人事異動人事異動人事異動人事異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ 

 

 平成 19 年 9 月 1 日付で下記の通り、取締役の業務分掌変更及び組織変更・人事異動を実施致

しましたのでお知らせ申し上げます。 

記 

 

1. 組織変更（詳しくは別紙組織図を参照下さい） 

・営業本部、パーソナル事業本部および法人営業本部内に、「部」を統括する上位組織として「事業部」

を設置 

・営業本部の各支社統括支店にプロジェクト営業課を新設 

・営業本部各支社に BB 営業開発課を新設 

・営業本部の各支社技術オペレーションセンターを技術本部へ移管し、各統括技術センターに改称 

・営業本部に BB 営業推進室を新設 

・営業本部エンタープライズ事業部にエンタープライズ営業開発部を新設 

・営業本部東日本営業開発部および西日本営業開発部を、エンタープライズ事業部の下位組織とする 

・パーソナル事業本部に放送事業部を新設 

・パーソナル事業本部 CS 事業部を放送代理店営業一部に改称し、放送事業部の下位組織とする 

・パーソナル事業本部 MB 事業部を放送代理店営業二部に改称し、放送事業部の下位組織とする 

・パーソナル事業本部 BB 事業部に BB 代理店営業一部、BB 代理店営業二部および BB テレマーケテ

ィング部を新設 

・法人営業本部にブロードバンド法人事業部を新設し、ブロードバンド法人部をその下位組織とする 

・法人営業本部ブロードバンド法人事業部にブロードバンド法人企画部を新設 

・法人営業本部ブロードバンドマンション営業統括部を廃止し、ブロードバンドマンション事業部を新設 

・GyaO 事業本部営業局営業推進 1 部、営業推進 2 部、西日本営業部および営業企画室を廃止 

・GyaO 事業本部営業局に第三営業部、第四営業部および総合企画部を新設 

・GyaO 事業本部編成局、制作局および調達局を再編し、第一メディア局、第二メディア局および第三メ

ディア局を新設 

・GyaO 事業本部第一メディア局に編成統括部（新設）、メディア・プロモーション部および Web 制作部を

設置 

会 社 名  株式会社 ＵＳＥＮ 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  宇 野 康 秀 

 （コード番号： 4842 ヘラクレス ） 

問 合 せ 先  取 締 役 管 理 本 部 長  紺 屋 勝 成 

電 話 番 号  （03-6823-7015）  



 

・GyaO 事業本部第二メディア局に第一部および第二部を新設 

・GyaO 事業本部第三メディア局に第一部および第二部を新設 

・GyaO 事業本部 LEM 事業局に営業部および企画編成部を新設 

・グループ事業統括本部を廃止、オペレーション本部および開発本部を新設 

・技術本部技術開発部を廃止 

・開発本部に、サービスシステム部、情報システム部、品質管理部、BMB 開発統括部（下位組織にオー

ディオ開発部、システム開発部、企画制作部）および ALMEX 開発統括部（下位組織にコンテンツ部、

開発部）を新設し、旧グループ事業統括本部から統合システム運用センターを移管 

・オペレーション本部に、旧グループ事業統括本部から業務企画部、購買部、CS 管理部および事務セ

ンターを移管 

・管理本部財務企画部を財務部に改称 

・管理本部グループ財務企画室を財務戦略室に改称 

・UBA 事業統括室および BB 事業統括室を新設 

 

2. 取締役の業務分掌変更 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

宇野 康秀 ｳﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 

代表取締役社長、GyaO 事業本部長兼第

一メディア局、GyaO 企画調整室、LEM 事

業局担当兼第一メディア局長兼コーポレー

ト本部長 

代表取締役社長、GyaO 事業本部長兼 GyaO

編成局、GyaO 企画調整室、LEM 事業局担

当兼 GyaO 編成局長兼コーポレート本部長 

加茂 正治 ｶﾓ ﾏｻﾊﾙ 

取締役副社長、オペレーション本部長兼営

業本部、パーソナル事業本部、UBA 事業

統括室、UBA プロジェクト室、内部統制室、

BB 事業統括室担当 

取締役副社長、グループ事業統括本部長兼

グループ事業調整室長兼営業本部、パーソ

ナル事業本部、内部統制室担当 

稲葉 豊 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾀｶ 
常務取締役、GyaO 事業本部第三メディア

局担当兼第三メディア局長 

常務取締役、GyaO 事業本部制作局担当兼

制作局長 

上野 清 ｳｴﾉ ｷﾖｼ 取締役、営業本部長 取締役、営業本部長兼南関東支社長 

高垣 佳典 ﾀｶｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 

取締役、コンテンツ事業本部長兼ブロード

バンドコンテンツ部長兼 GyaO 事業本部第

二メディア局担当兼第二メディア局長兼シ

ーエス GyaO 局担当 

取締役、コンテンツ事業本部長兼ブロードバ

ンドコンテンツ部長兼 GyaO 事業本部調達局

担当兼調達局長 

三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 
取締役、パーソナル事業本部長兼放送事

業部長 
取締役、パーソナル事業本部長 

二木 均 ﾆｷ ﾋﾄｼ 取締役、CTO、開発本部長 
取締役、CTO、グループ事業統括本部副本

部長兼サービス企画部長 



 

3. 人事異動 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ 
営業本部副本部長兼 LEM 事業局長兼

LEM 事業局営業部長 
LEM 事業局長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 営業本部副本部長兼南関東支社長 西関東支社長 

国部 政光 ｺｸﾌﾞ ﾏｻﾐﾂ 北関東支社長 中四国支社長 

貴舩 靖彦 ｷﾌﾈ ﾔｽﾋｺ 西関東支社長 首都圏営業部長 

定久 誠一郎 ｻﾀﾞﾋｻ ｾｲｲﾁﾛｳ 中四国支社長 ミッドタウン支店統括支店長 

山崎 勉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 首都圏営業部長 那覇支店統括支店長 

増田 竜生 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ BB 営業推進室長 BB 事業部チーフマネジャー 

稗田 順一 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ エンタープライズ営業開発部長 北関東支社長 

遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 放送代理店営業一部長 CS 事業部長 

柴田 博史 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 放送代理店営業二部長 MB 事業部長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ BB 事業部長兼 BB テレマーケティング部長 BB 事業部長 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ BB 代理店営業一部長 BB 事業部チーフマネジャー 

西村 昭彦 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ BB 代理店営業二部長 BB 事業部チーフマネジャー 

清水 雅章 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｱｷ 

ブロードバンド法人事業部長兼ブロードバ

ンド法人部長兼ブロードバンド法人企画 

部長 

ブロードバンド法人部長 

山下 一成 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ ブロードバンドマンション事業部長 
法人営業本部担当 GM 兼ブロードバンドマ

ンション営業統括部長 

山本 進一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ GyaO 営業局第二営業部長 GyaO 営業局営業推進 1 部長 

江龍 寿 ｴﾘﾕｳ ﾋｻｼ GyaO 営業局第三営業部長 GyaO 営業局営業企画室長 

仁木 良一 ﾆｷ ﾖｼｶｽﾞ GyaO 営業局第四営業部長 GyaO 営業局西日本営業部長 

茂木 博至 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛｼ GyaO 営業局総合企画部長 GyaO 営業局第 2 営業部長 

 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

後藤 圭介 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 

GyaO 第一メディア局編成統括部長兼第

二メディア局第二部長兼シーエス GyaO 局

長兼シーエス GyaO 部長 

GyaO 編成局番組編成部長兼 GyaO 調達

局第 3 部長兼シーエス GyaO 局長兼シー

エス GyaO 部長 

北平 裕和 ｷﾀﾋﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 

GyaO第一メディア局メディア・プロモーショ

ン部長兼コーポレートデザイン室ゼネラル

マネジャー 

GyaO 編成局メディア・プロモーション部長

兼コーポレートデザイン室ゼネラル 

マネジャー 

髙野 輝次 ﾀｶﾉ ﾃﾙﾂｸﾞ 
GyaO 第一メディア局 Web 制作部長兼ブロ

ードバンドコンテンツ部チーフマネジャー 

GyaO 編成局 Web 制作部長兼ブロードバ

ンドコンテンツ部チーフマネジャー 

小原 昭博 ｺﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 
コンテンツ事業企画室長兼 GyaO 事業本

部第二メディア局第一部長 

コンテンツ事業企画室長兼 GyaO 調達局

第 2 部長 

沖  秀史 ｵｷ ﾋﾃﾞｼ 
音楽番組制作部長兼 GyaO 事業本部 

第三メディア局第一部長 

音楽番組制作部長兼 GyaO 調達局 

第 1 部長 

近藤 和裕 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ GyaO 第三メディア局第二部長 GyaO 制作局制作部長 

助間 孝三 ｽｹﾏ ｺｳｿﾞｳ LEM 事業局企画編成部長 LEM 事業局ゼネラルマネジャー 

長谷川 朋之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ サービスシステム部長 システム開発部長 

半田 基実 ﾊﾝﾀﾞ ﾓﾄﾐ 情報システム部長 システム企画部長 

保延 憲一 ﾎﾉﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 品質管理部長 － 

田村 豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 
開発本部副本部長兼 BMB 開発統括部長

兼 BMB 開発統括部システム開発部長 
－ 

祝嶺 春樹 ｼｭｸﾐﾈ ﾊﾙｷ BMB 開発統括部オーディオ開発部長 － 

栗田 秀樹 ｸﾘﾀ ﾋﾃﾞｷ BMB 開発統括部企画制作部長 － 

青木 和孝 ｱｵｷ ｶｽﾞﾀｶ 
開発本部副本部長兼 ALMEX 開発統括 

部長 
－ 

阿合 誠次 ｱｺﾞｳ ｾｲｼﾞ ALMEX 開発統括部コンテンツ部長 － 

竹原 広機 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ALMEX 開発統括部開発部長 － 

山首 嘉宏 ﾔﾏｸﾋﾞ ﾖｼﾋﾛ 
購買部長兼オペレーション本部チーフマ

ネジャー 
グループ事業調整室チーフマネジャー 

小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 管理本部副本部長兼業務監理統括室長 
管理本部副本部長兼経理部長兼業務監

理統括室長兼グループ財務企画室長 



 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

中島 博道 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ 管理本部副本部長 － 

伊藤 彩子 ｲﾄｳ ｱﾔｺ 経理部長 経理部チーフマネジャー 

大原 努 ｵｵﾊﾗ ﾂﾄﾑ 財務部長 人事部付マネジャー 

栗原 和隆 ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 財務戦略室長 財務企画部チーフマネジャー 

米田 洋一 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｳｲﾁ UBA 事業統括室長 － 

尾﨑 真也 ｵｻﾞｷ ｼﾝﾔ 内部統制室長兼 BB 事業統括室長 
内部統制室長兼グループ事業調整室ゼネ

ラルマネジャー 

 

 

 

 

以 上 



株主総会

取締役会 監査役会

監査役

代表取締役社長

北海道支社

東北支社

南関東支社

西関東支社

営業本部

中部支社

技術本部 ネットワーク管理部

安全品質対策室

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ技術部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ施工管理部

品質管理部

BMB開発統括部

ALMEX開発統括部

管理本部 経営企画室

経理部

財務部

コーポレート本部 総合企画室

コーポレートデザイン室
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関西支社

東日本営業開発部

中四国支社

九州支社

総務部

監査室

西日本営業開発部

コンテンツ事業本部 コンテンツ事業企画室

音楽番組制作部

放送オペレーション部

法人営業本部

北関東支社

首都圏営業部

エンタープライズ営業開発部

統合システム運用センター

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発一部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発一部名古屋分室

西日本ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発一部

パーソナル事業本部

放送代理店営業一部

放送代理店営業二部

常務会

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ事業部

人事部

雑誌出版部

ブロードバンドコンテンツ部

コンテンツプラットフォーム事業部

営業推進室

GyaO事業本部 営業局

カスタマーリレーション部

ブロードバンド法人事業部

第一営業部

第二営業部

第三営業部

第四営業部

プロモーション推進部

企画調整室

LEM事業局

サービスシステム部

GyaONext戦略室

総合企画部

情報システム部

BB事業部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部札幌分室

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部

西日本ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部

メディアマーケティング部

業務管理部

第一メディア局

編成統括部

メディア・プロモーション部

第二メディア局

第一部

第三メディア局

第一部

第二部

Web制作部

財務戦略室

社長室

業務監理統括室

九州ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発営業部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発企画統括部

シーエスGyaO局

シーエスGyaO部

業務部

エンタープライズ事業部

放送事業部

ブロードバンド法人部

BB営業推進室

第二部

営業部

企画編成部

開発本部

CS管理部

事務センター

業務企画部

購買部

オペレーション本部

ブロードバンド法人企画部

UBAプロジェクト室

UBA事業統括室

BB事業統括室

内部統制室

BB代理店営業二部

BBテレマーケティング部

BB代理店営業一部

オーディオ開発部

システム開発部

企画制作部

コンテンツ部

開発部



支社

（支社内組織図）

統括支店

BB統括支店 各BB支店

各支店

BB事業部

（BB事業部内組織図）

BB営業開発統括 BB営業開発各課

BB代理店営業一部

BB代理店営業二部

BBテレマーケティング部

支社、営業部、事業部内組織図
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エンタープライズ事業部

（エンタープライズ事業部内組織図）

エンタープライズ営業開発部 東京一

東京二

東京三

北日本

中部

西日本

九州

東日本営業開発部

西日本営業開発部

放送事業部

（放送事業部内組織図）

放送代理店営業一部 代理店営業統括課

放送代理店営業二部 代理店営業課

プロジェクト営業各課

首都圏営業部

（首都圏営業部内組織図）

関東

関西

技術本部

（技術本部内組織図）

各統括技術センター


