
 
 

2010 年 6 月 1 日 
 

各   位 

                                                      株式会社 USEN 
 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 
 
下記の通り、組織変更および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. 2010 年 6 月 1 日付組織変更 

 

・営業本部北関東支社川口支店を新設 

・営業本部中部支社伊東サービスセンターを伊東支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部を廃止 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンド仙台支店、ブロードバンド長野支店、

ブロードバンド川越支店、ブロードバンドさいたま第二支店、ブロードバンド池袋支店、ブロードバンド練

馬支店、ブロードバンド上野支店、ブロードバンド江戸川支店、ブロードバンド市川支店、ブロードバンド

町田支店およびブロードバンド川崎支店を廃止 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンドさいたま第一支店を BB さいたま支店

に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンド品川支店を BB 東京支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンド立川支店を BB 東京西支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンド千葉支店を BB 千葉支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド東日本営業部ブロードバンド横浜支店を BB 横浜支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド西日本営業部を廃止 

・パーソナル事業本部ブロードバンド西日本営業部ブロードバンド静岡支店、ブロードバンド金沢支店、

ブロードバンド北大阪支店、ブロードバンド京都支店、ブロードバンド神戸支店およびブロードバンド広

島支店を廃止 

・パーソナル事業本部ブロードバンド西日本営業部ブロードバンド名古屋支店を BB 名古屋支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド西日本営業部ブロードバンド大阪支店を BB 大阪支店に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド西日本営業部ブロードバンド福岡支店を BB 福岡支店に改称 

・パーソナル事業本部 BB 東日本住宅営業部と BB 西日本住宅営業部を統合し、住宅営業部とする 

・パーソナル事業本部 BB 東日本住宅営業部および BB 西日本住宅営業部の管下の、各統括課および

各課を廃止 

・パーソナル事業本部代理店営業部および代理店営業部各課を廃止 

・パーソナル事業本部代理店営業一部および代理店営業二部を新設 

・パーソナル事業本部パーソナルテレマーケティング課を BB 東京支店の管下に移管 

・U-NEXT 事業部テレマーケティング部およびテレマーケティング部各課を廃止 

・U-NEXT 事業部アカウント営業部およびアカウント営業部各課を廃止 



 
 

・U-NEXT 事業部住宅・都市開発部をパーソナル事業本部の管下に移管 

・サポート本部 web 戦略室を新設 

・管理本部経営管理部を廃止 

・管理本部事業戦略室を廃止 

・管理本部グループ財務企画部を廃止 

 

 

2. 2010 年 6 月 1 日付人事異動 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 
常務執行役員、管理本部長

兼経理部長兼財務部長 

常務執行役員、管理本部長兼経理

部長兼財務部長兼事業戦略室長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ 
パーソナル事業本部長兼 BB

東京支店長 
パーソナル事業本部長 

最上 功一 ﾓｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 住宅営業部長 BB 西日本住宅営業部長 

岡 喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 代理店営業一部長 代理店営業部長 

小林 丈剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾖｼ 代理店営業二部長 オペレーション部長 

並木 渉 ﾅﾐｷ ﾜﾀﾙ BB 東京西支店長 テレマーケティング部長 

岡村 仁 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ BB 横浜支店長 ブロードバンド東日本営業部長 

増田 竜生 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ BB 大阪支店長 ブロードバンド西日本営業部長 

溝辺 和広 ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 
パーソナルテレマーケティング

課長 
アカウント営業部長 

川岡 康仁 ｶﾜｵｶ ﾔｽﾋﾄ U-NEXT 事業部部長 
経営企画室部長兼 U-NEXT 事業部

部長 

曲 智徳 ﾏｶﾞﾘ ﾄﾓﾉﾘ オペレーション部長 サービス企画部 

南 佳成 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾅﾘ 
集客支援事業部運営部長兼

web 戦略室長 
集客支援事業部運営部長 

 

 
以上  

     

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】  
株式会社 USEN 広報担当 小林 

TEL：03-6823-7012 FAX：03-5785-8813 
E-mail：public-relations@tk.usen.co.jp 



2010年6月1日付組織図

2010/6/1

株主総会 営業本部 北日本支社

北関東支社

南関東支社

取締役会 監査役会 中部支社 各統括支店 各支店

関西支社

監査役 中四国支社

代表取締役社長 九州支社

BB営業開発部 各BB営業統括課 各一課～三課

エンタープライズ事業部 東京営業一部

CFO 東京営業二部

北日本営業部

社長補佐 中部営業部

関西・中四国営業部

経営企画室 九州営業部

ビルプロジェクト営業部

コーポレート戦略室 ビジネスインテグレーション事業部 東日本営業部 メディアプランニング課

社長室 メディカルマーケット課

監査室 西日本営業部 メディアプランニング課

集客支援事業部 営業部 各プロジェクト営業課

企画営業課

運営部

パーソナル放送部 放送テレマ課

放送マーケティング課

債権管理部

東日本管理部

中日本管理部

西日本管理部

営業サポート室

技術サポート室

放送企画統括部 放送事業企画室

商品企画室

番組制作部

メディア制作部

CMオペレーション部

放送技術統括部 安全品質対策室

ネットワーク管理部

パーソナル事業本部 BB東京支店 パーソナルテレマーケティング課

各BB支店

住宅営業部

住宅・都市開発部

代理店営業一部

代理店営業二部

パーソナル営業推進部

法人事業本部 法人NW営業1部

法人NW営業2部

法人NW営業3部

法人NW営業4部

法人NW営業5部

西日本法人NW営業部

九州法人NW営業部

NWソリューション営業部

法人営業推進室

法人企画部

U-NEXT事業部 サービス企画部

オペレーション部

開発本部 サービスシステム開発部

情報システム開発部

NEXT開発部

ネットワークサービス部

プロジェクト推進部

システム運用部

開発管理部

オペレーション本部 CS企画部

購買部

事務センター

サポート本部 web戦略室

人事部

総務部

人材開発部

東京第一営業部

東京第二営業部

広域営業部

管理本部 経理部

財務部
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