
 
 

 

2010 年 3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 3 月 1 日付組織変更 

 

・ 営業本部エンタープライズ事業部エンタープライズ営業部を廃止 

・ 営業本部エンタープライズ事業部エンタープライズ営業部東京営業一課、東京営業二課、北日本営

業課、中部営業課、西日本営業課および九州営業課を、それぞれ東京営業一部、東京営業二部、北

日本営業部、中部営業部、関西・中四国営業部および九州営業部に改称 

・ 営業本部 LEM 事業部を集客支援事業部に改称 

・ 営業本部集客支援事業部営業部を新設し、企画営業課を管下に移管 

・ 営業本部集客支援事業部運営部を新設 

・ 営業本部各支社各プロジェクト営業一課を各プロジェクト営業課に改称し、集客支援事業部営業部の 

管下に移管 

・ 営業本部放送企画統括部を新設 

・ 営業本部放送企画統括部放送事業企画室を新設 

・ 営業本部放送企画統括部メディア制作部を新設 

・ 営業本部商品企画室を営業本部放送企画統括部の管下に移管 

・ 営業本部放送技術統括部を新設 

・ パーソナル事業本部 U-NEXT 事業部を社長直下に移管 

・ パーソナル事業本部 U-NEXT 事業部 U-NEXT サービス企画部をサービス企画部に改称 

・ パーソナル事業本部 U-NEXT 事業部 U-NEXT オペレーション部をオペレーション部に改称 

・ パーソナル事業本部ダイレクトマーケティング事業部を廃止 

・ パーソナル事業本部パートナー事業部を廃止 

・ パーソナル事業本部パートナー事業部 BB テレマーケティング部、U-NEXT テレマーケティング部 

および BB 住宅・都市開発部を U-NEXT 事業部の管下に移管 

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

・ パーソナル事業本部 U-NEXT 営業推進部をパーソナル営業推進部に改称 

・ パーソナル事業本部パーソナル管理部を廃止 

・ 放送企画本部を廃止 

・ 放送企画本部音楽番組制作部を番組制作部に改称し、営業本部放送企画統括部の管下に移管 

・ 放送企画本部放送オペレーション部を CM オペレーション部に改称し、営業本部放送企画統括部の

管下に移管 



 
 

 

・ 技術本部を廃止 

・ 技術本部ネットワーク管理部および安全品質対策室を営業本部放送技術統括部の管下に移管 

・ 開発本部音楽放送システム部をサービスシステム開発部に統合 

・ 開発本部サービスシステム運用部と情報システム運用部を統合し、システム運用部に改称 

・ 開発本部プロジェクト統括部をプロジェクト推進部に改称 

・ オペレーション本部 CS 企画部を新設 

・ オペレーション本部物流部を購買部に統合 

・ コーポレート本部をサポート本部に改称 

・ コーポレート本部法務部を社長室に統合 

・ コーポレート本部内部統制室を社長室に統合 

・ コーポレート戦略室を新設 

 

 

2. 2010 年 3 月 1 日付人事異動 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

宇野 康秀 ｳﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 
代表取締役社長兼常務執行役員、

U-NEXT 事業部長 
代表取締役社長兼常務執行役員 

武林 聡 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 

取締役兼常務執行役員、社長補佐

兼オペレーション本部長兼サポート

本部長兼経営企画室長 

取締役兼常務執行役員、社長補佐

兼経営企画室長 

住谷 猛 ｽﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 常務執行役員、社長室長 常務執行役員、コーポレート本部長 

田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ 
常務執行役員、営業本部長兼集客

支援事業部長 

営業本部長兼放送企画本部副本部

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

部長兼メディア制作部長 

放送企画本部長兼営業本部副本部

長兼音楽番組制作部長 

山下 一成 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ エンタープライズ事業部長 
エンタープライズ事業部長兼エンタ

ープライズ営業部長 

城間 安浩 ｼﾛﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京営業一部長 
エンタープライズ営業部東京営業一

課統括課長 

坂本 博康 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 東京営業二部長 
エンタープライズ営業部東京営業二

課統括課長 

梅田 聡 ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ 中部営業部長 
エンタープライズ営業部中部営業課

統括課長 

溝脇 幸子 ﾐｿﾞﾜｷ ｻﾁｺ 関西・中四国営業部長 
エンタープライズ営業部西日本営業

課統括課長 

下川 浩幸 ｼﾓｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 九州営業部長 
エンタープライズ営業部九州営業課

統括課長 

成内 英介 ﾅﾘｳﾁ ｴｲｽｹ 集客支援事業部営業部長 商品企画室長 

南 佳成 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾅﾘ 集客支援事業部運営部長 LEM 事業部長 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ パーソナル放送部長 パーソナル放送営業部長 



 
 

 

小川 智幸 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 営業サポート室長 営業サポート室 

野村 拓史 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾁｶ 放送事業企画室長 音楽番組制作部 

加藤 章二 ｶﾄｳ ｼﾖｳｼﾞ 商品企画室長 営業サポート室長 

松本 茂雄 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ 番組制作部長 音楽番組制作部 

奥中 益信 ｵｸﾅｶ ﾏｽﾉﾌﾞ CM オペレーション部長 放送オペレーション部 

薬師寺 文佳 ﾔｸｼｼﾞ ﾌﾐﾖｼ CM オペレーション部 放送オペレーション部長 

前田 和章 ﾏｴﾀ ｶｽﾞｱｷ 放送技術統括部長 技術本部長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ パーソナル事業本部長 

パーソナル事業本部長兼ダイレクト

マーケティング事業部長兼パートナ

ー事業部長 

石川 和男 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｵ 
パーソナル事業本部副本部長兼経

営企画室部長 

パーソナル事業本部副本部長兼

U-NEXT 事業部長兼パーソナル管

理部長兼経営企画室部長 

山本 実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ パーソナル営業推進部長 U-NEXT 営業推進部長 

堤 天心 ﾂﾂﾐ ﾃﾝｼﾝ サービス企画部長 U-NEXT サービス企画部長 

小林 丈剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾖｼ オペレーション部長 U-NEXT オペレーション部長 

入江 聡 ｲﾘｴ ｻﾄﾙ プロジェクト推進部長 プロジェクト統括部長 

長谷川 朋之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ システム運用部長 サービスシステム運用部長 

田中 修 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ サービスシステム開発部 音楽放送システム部長 

遠藤 穰 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ システム運用部 情報システム運用部長 

服部 浩久 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾋｻ 

オペレーション本部副本部長兼 CS

企画部長兼購買部長兼経営企画室

部長 

経営企画室部長兼購買部長 

山首 嘉宏 ﾔﾏｸﾋﾞ ﾖｼﾋﾛ 事務センター長 オペレーション本部長兼物流部長 

山本 昌平 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾗ 事務センター 事務センター長 

加藤 則和 ｶﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 社長室 法務部長 

堀内 雅生 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｵ 社長室 内部統制室長 

川岡 康仁 ｶﾜｵｶ ﾔｽﾋﾄ 
U-NEXT 事業部部長兼経営企画室

部長 
経営企画室部長 

須原 伸太郎 ｽﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ コーポレート戦略室長 - 

 
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 真野 

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



2010年3月1日付組織図

2010/3/1

株主総会 営業本部 北日本支社

北関東支社

取締役会 監査役会 南関東支社

中部支社 各統括支店 各支店

監査役 関西支社

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

CFO エンタープライズ事業部 東京営業一部

東京営業二部

社長補佐 東京営業三課

北日本営業部

経営企画室 中部営業部

コーポレート戦略室 関西・中四国営業部

社長室 九州営業部

監査室 ビルプロジェクト営業部

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

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 ブロードバンド北日本営業部

ブロードバンド東日本営業部 BB統括支店 各支店

ブロードバンド中日本営業部

ブロードバンド西日本営業部

BB住宅営業部 住宅統括一課 一課～二課

住宅統括二課 三課～五課

代理店営業部 一課～四課

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 BBテレマーケティング部 一課～四課

U-NEXTテレマーケティング部 一課～四課

BB住宅・都市開発部

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 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

経営管理部

事業戦略室

グループ財務企画部




