
 
 

平成 24 年 8 月 22 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すのでお知らせ申し上げます。 

 

記 

 

1．平成 24 年 9 月 1 日付組織変更 

 

・営業本部東東京統括営業部と西東京統括営業部を統合し、東京統括営業部に改称 

・営業本部南関西統括営業部を廃止 

・営業本部中四国統括営業部を中国統括営業部に改称 

・営業本部四国統括営業部を新設 

・営業本部市場開発部を新設 

・企業法人本部首都圏第三営業部を廃止 

・企業法人本部北関東営業課を北関東営業部に改称 

・企業法人本部関西営業推進部を廃止 

・企業法人本部メディアプランニング課をメディアプランニング部に改称 

・ICT 事業本部中部営業部を新設 

・ICT 事業本部九州・中四国営業部を九州営業部に改称 

・ICT 事業本部ダイレクトマーケティング部を新設 

・集客支援事業部運営部を企画部に改称 

・技術本部東東京統括センターと西東京統括センターを統合し、東京統括センターに改称 

・技術本部南関西統括センターを廃止 

・技術本部中四国統括センターを中国統括センターに改称 

・技術本部四国統括センターを新設 

・技術本部プロジェクト統括部を新設 

 

 

 

2．平成 24 年 9 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、管理本部長兼財

務部長 

常務執行役員、管理本部長兼技術

本部長兼財務部長兼財務課長 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 
執行役員（中国事業推進室管

掌）、企業法人本部長 

執行役員（中国事業推進室管掌）、

企業法人本部長兼首都圏第一営業

部長 



 
 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

服部 浩久 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾋｻ 

執行役員（技術本部管掌）、業務

推進本部長兼オペレーション企画

部長兼 CS 運用部長 

執行役員、業務推進本部長兼オペレ

ーション企画部長兼 CS 運用部長 

寺見 俊吾 ﾃﾗﾐ ｼｭﾝｺﾞ 技術本部長 施工管理部長 

髙木 謙充 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘﾐﾂ 北関東統括営業部長 東東京統括営業部長 

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 東関東統括営業部長 南関西統括営業部長 

久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 東京統括営業部長 大阪統括営業部長 

古屋 公弘 ﾌﾙﾔ ｷﾐﾋﾛ 西関東統括営業部長 西東京統括営業部長 

森口 兼成 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪統括営業部長 南九州統括営業部長 

池田 徳幸 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 西関西統括営業部長 西関東統括営業部長 

山下 直樹 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 中国統括営業部長 名古屋支店長 

藤井 理勝 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｶﾂ 四国統括営業部長 松山支店長 

伊藤 直嗣 ｲﾄｳ ﾅｵﾂｸﾞ 南九州統括営業部長 中四国統括営業部長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 市場開発部長 東関東統括営業部長 

高井 竜介 ﾀｶｲ ﾘｭｳｽｹ 首都圏第一営業部長 首都圏第三営業部長 

成伯 真紀子 ﾅﾘｷ ﾏｷｺ 北関東営業部長 東北営業課長 

古賀 拓磨 ｺｶﾞ ﾀｸﾏ メディアプランニング部長 メディアプランニング課長 

村上 美文 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾌﾐ 営業推進部付部長 関西営業推進部長 

長幡 開介 ﾅｶﾞﾊﾀ ｶｲｽｹ 営業 1 部長 営業 4 部長兼営業 4 部営業 2 課長 

高橋 領一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 営業 4 部長 アプリケーションセールス課長 

渡辺 豪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳ 営業 5 部長 中部営業課長 

名和 敬之 ﾅﾜ ﾀｶﾕｷ ICT 事業本部中部営業部長 営業 2 部営業 1 課長 



 
 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

冨澤 和也 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ ICT 事業本部九州営業部長 九州・中四国営業部長 

角家 栄吉 ｶﾄﾞﾔ ｴｲｷﾁ ダイレクトマーケティング部長 
ダイレクトマーケティング課長兼テク

ニカルサポート・システム課長 

塚本 健太 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝﾀ 集客支援事業部企画部長 集客支援事業部運営部長 

髙橋 智広 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 技術本部付部長 中部統括センター長 

町田 哲史 ﾏﾁﾀﾞ ﾃﾂｼ 東京統括センター長 西関東統括センター長 

林田 大洋 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京統括センター付部長 技術本部付部長 

中込 義治 ﾅｶｺﾞﾒ ﾖｼﾊﾙ 西関東統括センター長 西東京統括センター長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 中部統括センター長 東東京統括センター長 

内田 洋司 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪統括センター長 南関西統括センター長 

小林 一幸 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 中国統括センター長 中四国統括センター長 

山崎 好宏 ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾋﾛ 四国統括センター長 
中四国統括センター（鳥取支店）技

術長 

三林 義宏 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 施工管理部長 施工管理部 

小嵜 政敏 ｺｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ プロジェクト統括部長 大阪統括センター長 

 
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 松本 

TEL：03-6823-7012 FAX：03-6741-4613 
E-mail：public-relations@usen.co.jp 


