
 

平成 18 年 4 月 3 日 
各  位 
 
 
 
 

組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
 平成 18 年 4 月 1 日付で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．組織変更 （詳しくは別紙組織図を参照下さい） 
 

・営業本部の下位組織として、ブロードバンド首都圏営業部、ブロードバンド広域営業部およびブ

ロードバンド営業推進部を新設 

・ピタ事業部をグルメ GyaO 事業部に改称。 

・コーポレート本部情報システム部を、グループ事業統括本部の下位組織に移管 
 
2．人事異動 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

池田 順一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 
北海道支社ブロードバンド統括支店長

兼ブロードバンド札幌支店長 

北東京支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド池袋支店長兼ブロードバン

ド吉祥寺支店長 

越後 弘光 ｴﾁｺﾞ ﾋﾛﾐﾂ 
東北支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド仙台支店長 

九州支社ブロードバンド統括支店長兼ブ

ロードバンド福岡支店長 

富田 良治 ﾄﾐﾀ ﾘﾖｳｼﾞ ブロードバンド池袋支店長 ブロードバンド荒川支店長 

清水 栄治 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ ブロードバンド立川支店長 ブロードバンド府中支店長 

溝辺 和広 ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ブロードバンド東京中央支店長 ブロードバンド川越支店長 

阿部 貴浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ブロードバンド江戸川支店長 
東東京支社ブロードバンド千葉ブロック

統括支店長兼ブロードバンド千葉支店長

岡村 仁 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 
東東京支社ブロードバンド統括支店長

兼ブロードバンド千葉支店長 

南東京支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド東京中央支店長 

半田 英智 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 
横浜支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド横浜支店長 

西関東支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド立川支店長 

鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ ブロードバンド戸塚支店長 ブロードバンド八王子支店長 

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  常 務 取 締 役 管 理 本 部 長  佐 藤 英 志

電 話 番 号  （03-3509-7105）  



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

高本 敦史 ﾀｶﾓﾄ ｱﾂｼ ブロードバンド静岡支店長 ブロードバンド江東支店長 

古賀 拓磨 ｺｶﾞ ﾀｸﾏ ブロードバンド金沢支店長 ブロードバンド世田谷支店長 

畑中 明 ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾗ ブロードバンド北大阪支店長 ブロードバンド西宮支店長 

斉藤 学 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ ブロードバンド南大阪支店長 ブロードバンド梅田支店長 

満田 光 ﾐﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 
北関西支社ブロードバンド統括支店長

兼ブロードバンド神戸支店長 

横浜支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド横浜支店長 

田中 裕司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ ブロードバンド京都支店長 ブロードバンド北大阪支店長 

岡  喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 
中四国支社ブロードバンド統括支店長

兼ブロードバンド広島支店長 

東東京支社ブロードバンド江戸川ブロッ

ク統括支店長兼ブロードバンド江戸川支

店長 

孔井 友明 ｱﾅｲ ﾄﾓｱｷ ブロードバンド高松支店長 ブロードバンド練馬支店長 

郷田 進二 ｺﾞｳﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ブロードバンド松山支店長 ブロードバンド京都支店長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 
九州支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド福岡支店長 

北関西支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド神戸支店長 

森田 敏宏 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ ブロードバンド熊本支店長 ブロードバンド札幌支店長 

帆足 智和 ﾎｱｼ ﾄﾓｶｽﾞ ブロードバンド鹿児島支店長 ブロードバンド広島支店長 

百瀬 泰久 ﾓﾓｾ ﾔｽﾋｻ 相模原支店長 ブロードバンド新宿支店長 

並木 渉 ﾅﾐｷ ﾜﾀﾙ ブロードバンド首都圏営業部長 ブロードバンド戸塚支店長 

小山 雅博 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ブロードバンド広域営業部長 ブロードバンド市川支店長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ ブロードバンド営業推進部長 営業推進室チーフマネジャー 

二木 均 ﾆｷ ﾋﾄｼ 

CTO、技術局長兼グループ事業統括

本部副本部長兼情報システム部長兼

R&D センター長 

CTO、技術局長兼グループ事業統括本

部副本部長兼 R&D センター長 

河上 純二 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ グルメ GyaO 事業部長 ピタ事業部長 

 
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

北東京支社

南東京支社

東東京支社

横浜支社

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

技術開発部

安全品質対策室

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ技術部

オペレーション本部 購買部

東京事務センター

大阪事務センター

管理本部 経営企画室

経理部

財務企画部

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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北関西支社

南関西支社

東日本営業開発部

中四国支社

九州支社

支社

（支社内組織図）

統括支店長

支社長
BB統括支店長

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

関連事業本部 グルメGyaO事業部

店舗事業部

フランチャイズ事業部

USENグループ室

北関東支社

各BB支店

各支店

首都圏営業部

エンタープライズ事業部

業務企画部

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

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部札幌分室

西日本ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発二部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発三部

西日本ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発三部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発四部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発五部

西日本ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ開発一部

各支社技術ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

パーソナル事業本部 SP営業部

MB営業部

BB代理店営業部

常務会

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ営業統括部

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

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部

CS管理部

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

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ施工管理部

営業推進室

GyaO事業本部 営業局 編成局

カスタマーリレーション部

ブロードバンド法人部

第１営業部

第２営業部

西日本営業部

総合企画部

メディア推進企画部

技術局

企画調整室

グループ事業統括本部 グループ事業調整室

情報システム部

社長室

ブロードバンド首都圏営業部

営業推進室

R&Dセンター

ブロードバンド広域営業部

商品企画室

ブロードバンド営業推進部
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