
 
 

 

2010 年 9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 9 月 1 日付組織変更 

 

・営業本部北海道支社を新設 

・営業本部北日本支社を東北支社に改称 

・営業本部関西支社新宮サービスセンターを新設 

・営業本部九州支社筑豊サービスセンターを筑豊支店に改称 

・営業本部 BB 営業開発部、各 BB 営業統括課および各課を廃止 

・営業本部エンタープライズ事業部とビジネスインテグレーション事業部を統合し、企業法人事業部

とする 

・営業本部エンタープライズ事業部東京営業一部を首都圏第一営業部に改称し、企業法人事業部

の管下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部東京営業二部を首都圏第二営業部に改称し、企業法人事業部

の管下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部北日本営業部を北日本営業課に改称し、企業法人事業部の管

下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部中部営業部を、企業法人事業部の管下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部関西・中四国営業部を、企業法人事業部の管下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部九州営業部を、企業法人事業部の管下に移管 

・営業本部エンタープライズ事業部ビルプロジェクト営業部を東日本営業開発部に改称し、企業法

人事業部の管下に移管 

・営業本部ビジネスインテグレーション事業部東日本営業部を首都圏第三営業部に改称し、企業法

人事業部の管下に移管 

・営業本部ビジネスインテグレーション事業部西日本営業部を西日本営業開発部に改称し、企業法

人事業部の管下に移管 

・営業本部企業法人事業部営業企画部を新設 

・営業本部企業法人事業部営業企画部 FM・PM 課およびマーケティング課を新設 

・営業本部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を東日本メディ

アプランニング課に改称し、営業企画部の管下に移管 

・営業本部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カルマーケット課を営業企画部の

管下に移管 



 
 

 

 

・営業本部ビジネスインテグレーション事業部西日本営業部メディアプランニング課を西日本メディ

アプランニング課に改称し、営業企画部の管下に移管 

・営業本部集客支援事業部営業部南関東プロジェクト営業課を南東京プロジェクト営業課に改称 

・営業本部集客支援事業部営業部北東京プロジェクト営業課および東東京プロジェクト営業課を新

設 

・営業本部集客支援事業部ピタ営業部およびピタ運営部を新設 

・営業本部パーソナル放送事業部を新設 

・営業本部パーソナル放送部をパーソナル営業部に改称し、パーソナル放送事業部の管下に移管 

・営業本部パーソナル放送事業部パーソナル営業部東日本代理店一課、東日本代理店二課およ

び西日本代理店課を新設 

・営業本部パーソナル放送部放送テレマ課および放送マーケティング課を廃止 

・営業本部パーソナル放送事業部マーケティング営業部を新設 

・営業本部テレマーケティング課をマーケティング営業部の管下に移管 

・営業本部パーソナル放送事業部マーケティング営業部の管下に、個人宅受付センターおよび業

務店受付センターを新設 

・営業本部中日本管理部を廃止 

・営業本部業務企画統括部を新設 

・営業本部営業サポート室および技術サポート室を、業務企画統括部の管下に移管 

・営業本部業務企画統括部業績管理室および業務サポート室を新設 

・営業本部放送企画統括部商品企画室を廃止 

・営業本部放送技術統括部および管下の各部を社長直轄組織とする 

・法人事業本部九州法人 NW 営業部を九州・中四国法人 NW 営業部に改称 

・オペレーション本部オペレーション企画部を新設 

・オペレーション本部 CS 企画部を CS 運用部に改称 

 

 

2. 2010 年 9 月 1 日付人事異動 

 

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 
常務執行役員、営業本部長兼パ

ーソナル放送事業部長 

常務執行役員、営業本部長兼集客

支援事業部長兼放送技術統括部長 

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

理部長兼財務部長兼放送技術

統括部担当 

常務執行役員、管理本部長兼経理

部長兼財務部長 

沖 秀史 ｵｷ ﾋﾃﾞｼ 
営業本部副本部長兼放送企画

統括部長 

営業本部副本部長兼放送企画統括

部長兼メディア制作部長 

定久 誠一郎 
ｻﾀﾞﾋｻ ｾｲｲﾁﾛ

ｳ 
営業本部副本部長 九州支社長 

小池 猛 ｺｲｹ ﾀｹﾙ 北海道支社長 札幌支店統括支店長 

古屋 公弘 ﾌﾙﾔ ｷﾐﾋﾛ 東北支社長 北日本支社長 



 
 

 

久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 関西支社長 中四国支社長 

伊藤 直嗣 ｲﾄｳ ﾅｵﾂｸﾞ 中四国支社長 ミッドタウン支店統括支店長 

国部 政光 ｺｸﾌﾞ ﾏｻﾐﾂ 九州支社長 西日本管理部長 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 企業法人事業部長 ビジネスインテグレーション事業部長 

山下 一成 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 首都圏第一営業部長 エンタープライズ事業部長 

城間 安浩 ｼﾛﾏ ﾔｽﾋﾛ 首都圏第二営業部長 東京営業一部長 

村井 勇介 ﾑﾗｲ ﾕｳｽｹ 首都圏第三営業部長 東日本営業部長 

稗田 順一 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中部営業部長 西日本営業部長 

梅田 聡 ｳﾒﾀﾞ サトシ 中部営業部 中部営業部長 

高岡 浩志 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｼ 九州営業部長 岡山支店統括支店長 

石田 房雄 ｲｼﾀﾞ ﾌｻｵ 東日本営業開発部長 ビルプロジェクト営業部長 

村上 美文 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾌﾐ 西日本営業開発部長 西日本営業部 

坂本 博康 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 営業企画部長 東京営業二部長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 集客支援事業部長 関西支社長 

佐藤 雅夫 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 集客支援事業部運営部長 集客支援事業部運営部 

小林 丈剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾖｼ ピタ営業部長 集客支援事業部部長 

南 佳成 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾅﾘ ピタ運営部長兼 web 戦略室長 
集客支援事業部運営部長兼 web 戦

略室長 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ パーソナル営業部長 パーソナル放送部長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｲﾁ マーケティング営業部長 
BB 営業開発部長兼 BB 西日本営業

統括課長 

渡部 周生 ﾜﾀﾍﾞ ﾁｶｵ 西日本管理部長 中日本管理部長 

小川 智幸 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 
業務企画統括部長兼業績管理

室長 
営業サポート室長 



 
 

 

加藤 章二 ｶﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 営業サポート室長 商品企画室長 

梅本 英徳 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 業務サポート室長 債権管理部 

菊地 崇夫 ｷｸﾁ ﾀｶｵ メディア制作部長 メディア制作部 

冨澤 和也 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 九州・中四国法人ＮＷ営業部長 九州法人 NW 営業部長 

服部 浩久 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾋｻ 

オペレーション本部長兼 

オペレーション企画部長兼 

CS 運用部長兼購買部長兼 

経営企画室長 

オペレーション本部長兼 

CS 企画部長兼購買部長兼 

経営企画室長 

 

 

 

 

 
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9月1日付組織図

2010/9/1

株主総会 営業本部 北海道支社

東北支社

北関東支社

取締役会 監査役会 南関東支社 各統括支店 各支店

中部支社

監査役 関西支社

代表取締役社長 中四国支社

九州支社

企業法人事業部 首都圏第一営業部

CFO 首都圏第二営業部

首都圏第三営業部

北日本営業課

中部営業部

経営企画室 関西・中四国営業部

コーポレート戦略室 九州営業部

社長室 東日本営業開発部

監査室 西日本営業開発部

市場開発室 営業企画部 マーケティング課

放送技術統括部 FM・PM課

東日本メディアプランニング課

安全品質対策室 西日本メディアプランニング課

ネットワーク管理部 メディカルマーケット課

集客支援事業部 営業部 各プロジェクト営業課

運営部 市場開発営業統括課 企画営業課

チェーン店開発課

代理店開発課

ピタ営業部

ピタ運営部

パーソナル放送事業部 パーソナル営業部 東日本代理店一課

東日本代理店二課

西日本代理店課

マーケティング営業部 テレマーケティング課

個人宅受付センター

業務店受付センター

債権管理部

東日本管理部

西日本管理部

業務企画統括部 業績管理室

営業サポート室

技術サポート室

業務サポート室

放送企画統括部 放送事業企画室

番組制作部

メディア制作部

CMオペレーション部

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・中四国法人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 オペレーション企画部

CS運用部

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

広域営業部

管理本部 経理部

財務部




