
 

平成 18 年 10 月 2 日 
各  位 

 
 
 
 

組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
 平成 18 年 10 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） 

 

・グループ事業統括本部の下位組織としてサービス企画部を新設。 

・GyaO 事業本部技術局を GyaO 技術部に改称し、グループ事業統括本部の下位組織へ移管。 

・コーポレート本部 IS 部をグループ事業統括本部の下位組織へ移管。 

・ブロードバンド首都圏営業部をブロードバンドテレマーケティング部に改称。 

 

2．人事異動 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名  

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 CTO 室長兼サービス企画部

長兼 GyaO 技術部長 

CTO、技術局兼グループ事業統括本部副

本部長兼 CTO 室長 
 

谷藤 浩貴 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾛｷ 札幌第二支店長 札幌第三支店長兼札幌第四支店長  

清水 康之 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾕｷ 札幌第三支店長 北海道支社営業部マネジャー  

鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 古川支店長 ブロードバンド戸塚支店長  

矢矧 元宏 ﾔﾊｷﾞ ﾓﾄﾋﾛ 福島支店長 古川支店長  

鹿間 義則 ｼｶﾏ ﾖｼﾉﾘ 取手支店長 木更津支店  

中柴 学 ﾅｶｼﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 土浦支店長 古河支店長  

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  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  

飯田 耕司 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 古河支店長 綾瀬支店長  

輪嶋 成昭 ﾜｼﾞﾏ ﾅﾘｱｷ 日立支店長 土浦支店マネジャー  

星川 信行 ﾎｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 宇都宮支店統括支店長 布施支店長  

深町 武志 ﾌｶﾏﾁ ﾀｹｼ 所沢支店長 前橋支店  

齋藤 由晃 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 成田支店長 土浦支店長  

斉藤 弘徳 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 新小岩支店統括支店長 長野統括支店長  

百瀬 泰久 ﾓﾓｾ ﾔｽﾋｻ 吉祥寺支店長 相模原支店長  

齋藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝ 品川支店長 世田谷支店長  

石本 守夫 ｲｼﾓﾄ ﾓﾘｵ 町田支店統括支店長 新小岩支店統括支店長  

坂元 貴充 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 綾瀬支店長 日立支店長  

水野 大輔 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 世田谷支店長 池袋支店  

山﨑 周治 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾕｳｼﾞ 渋谷第二支店長 品川支店長  

戸田 潤一 ﾄﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 相模原支店長 横浜第二支店長  

宮本 保 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾓﾂ 横浜支店統括支店長 横浜第一支店統括支店長  

中島 誠 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 高岡支店長 上田支店長  

芝池 浩 ｼﾊﾞｲｹ ﾋﾛｼ 長野支店統括支店長 福島支店長  

山本 一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 上田支店長 名古屋西支店長  

大谷 充生 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂｵ 一宮支店長 高岡支店長  

三輪 穣 ﾐﾜ ﾕﾀｶ 名古屋東支店統括支店長 中部支社営業部チーフマネジャー  

布川 吉洋 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 名古屋第二支店長 一宮支店長  

近保 岳彦 ｺﾝﾎﾞ ﾀｹﾋｺ 津支店長 名古屋第二支店長  

宇野 佳隆 ｳﾉ ﾖｼﾀｶ 伊勢支店長兼松阪支店長 伊勢支店長  



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名  

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 松阪支店長 津支店長  

成宮 康浩 ﾅﾙﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ 彦根支店長 西脇支店長  

山本 靖史 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ 京都支店統括支店長 奈良支店長  

森  茂彦 ﾓﾘ ｼｹﾞﾋｺ 舞鶴支店長 彦根支店長  

内田 康博 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 京都西支店長 京都支店  

奥田 展久 ｵｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 京都南支店長 京都西支店長  

植村 浩嗣 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 南第一支店統括支店長 神戸第一支店統括支店長  

小原 憲一郎 ｵﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 堺支店長 南第二支店長  

大井 厚使 ｵｵｲ ｱﾂｼ 平野支店長 南第二支店  

巻堂 孝文 ﾏｷﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ 新大阪支店長 堺支店長  

垣外中 巧 ｶｲﾄﾅｶ ﾀｸﾐ 布施支店長 布施支店  

安井 誠 ﾔｽｲ ﾏｺﾄ 南第二支店長 尼崎支店長  

川村 利之 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 北第二支店長 山口支店長  

小崎 俊之 ｺｻｷ ﾄｼﾕｷ 神戸第一支店統括支店長 名古屋東支店統括支店長  

畑中 明 ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾗ 尼崎支店長 ブロードバンド北大阪支店長  

下山 伸治 ｼﾓﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 西脇支店長 京都南支店長  

西島 正勝 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻｶﾂ 奈良支店長 新大阪支店長  

小林 武志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 橿原支店長 平野支店長  

中村 敏明 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ 和歌山支店統括支店長 高松支店統括支店長  

安井 隆博 ﾔｽｲ ﾀｶﾋﾛ 岡山支店統括支店長 徳島支店長  

岡田 学 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 津山支店長 ブロードバンド高松支店  

道添 浩之 ﾐﾁｿﾞｴ ﾋﾛﾕｷ 広島第二支店長 北第二支店長  



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名  

里井 寿和 ｻﾄｲ ﾄｼｶｽﾞ 東広島支店長 神戸第一支店  

藤井 理勝 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｶﾂ 福山支店長 徳山支店長  

川上 晃 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 山口支店長 福山支店長  

大野 則章 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 徳山支店長 姫路第二支店長  

石井 浩之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 徳島支店長 新居浜支店  

高岡 浩志 ﾀｶｵｶ ｺｳｼ 高松支店統括支店長 岡山支店統括支店長兼津山支店長  

池村 紳 ｲｹﾑﾗ ｼﾝ 福岡第二支店長 吉祥寺支店長  

田中 裕司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ ブロードバンド仙台支店長 ブロードバンド京都支店長  

溝辺 和広 ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ブロードバンドさいたま支店長 ブロードバンド東京中央支店長  

山田 敏雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾏｻ ブロードバンド千葉支店長 ブロードバンド北九州支店長  

岡村 仁 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ ブロードバンド江戸川支店統括支店長 ブロードバンド千葉支店統括支店長  

阿部 貴浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ブロードバンド池袋支店長 ブロードバンド江戸川支店長  

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ ブロードバンド品川支店統括支店長 ブロードバンドさいたま支店統括支店長  

越後 弘光 ｴﾁｺﾞ ﾋﾛﾐﾂ ブロードバンド横浜支店統括支店長 ブロードバンド仙台支店統括支店長  

清水 栄治 ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ ブロードバンド戸塚支店長 ブロードバンド立川支店長  

岡  喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ ブロードバンド立川支店統括支店長 ブロードバンド広島支店統括支店長  

斉藤 学 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ ブロードバンド静岡支店長 ブロードバンド南大阪支店長  

森田 敏宏 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ ブロードバンド神戸支店長 ブロードバンド熊本支店長  

満田 光 ﾐﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ ブロードバンド北大阪支店長 ブロードバンド神戸支店統括支店長  

孔井 友明 ｱﾅｲ ﾄﾓｱｷ ブロードバンド広島支店長 ブロードバンド高松支店長  

並木 渉 ﾅﾐｷ ﾜﾀﾙ ブロードバンドテレマーケティング部長 ブロードバンド首都圏営業部長  

     

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

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

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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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

人事部

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

総務部

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

常務会

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ営業統括部

グループブランド室

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

CS管理部

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部

第１営業部

第２営業部

営業推進1部

営業推進2部

西日本営業部

企画調整室

LEM事業局

グループ事業統括本部 グループ事業調整室

CTO室

社長室

ブロードバンドテレマーケティング部

メディアマーケティング部

開発センター

ブロードバンド営業推進部

USENグループ室

情報システム部

統合システム運用部

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二部

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開発四部

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施工管理部

業務管理部

営業企画室

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝGyaO営業部

編成局

番組編成部

Web制作部

制作局

企画制作部

番組制作部

調達局

海外調達部

第1調達部

第2調達部

サービス企画部

GyaO技術部

IS部
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