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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 27 年 6 月 1 日付組織変更 

 

・営業本部を地区営業統括部に改称し、管下の 15 統括営業部を、北海道地区営業部、東北地区営業部、

北関東地区営業部、上信越地区営業部、千葉地区営業部、埼玉地区営業部、中東京地区営業部、 

東東京地区営業部、南東京地区営業部、神奈川地区営業部、山静地区営業部、北陸地区営業部、 

愛知地区営業部、北大阪地区営業部、南大阪地区営業部、近畿地区営業部、西関西地区営業部、 

中国地区営業部、四国地区営業部、北九州地区営業部、南九州地区営業部の 21地区営業部に再編 

・地区営業統括部リレーション推進部を新設 

・営業本部市場開発部を廃止 

・営業本部営業企画部と企業法人本部企画推進部を統合し、事業推進統括部を新設 

・事業推進統括部の管下に、営業サポート部、技術サポート部、総合企画部および業績管理部を新設 

・企業法人本部を法人営業統括部に改称 

・技術本部を技術統括部に改称し、管下の首都圏統括センターを除く 14 統括センターを廃止し、 

地区営業統括部管下の 21地区営業部に統合 

 

 

2．平成 27 年 6 月 1 日付人事異動 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 

取締役常務執行役員（地区営業統

括部、法人営業統括部、コンテン

ツプロデュース統括部、海外事業

推進部管掌）、事業推進統括部長 

取締役常務執行役員（営業本部、企

業法人本部、コンテンツプロデュー

ス統括部、海外事業推進部管掌） 

定久 誠一郎 ｻﾀﾞﾋｻ ｾｲｲﾁﾛｳ 地区営業統括部長 営業本部長 



 
 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

山下 一成 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 
法人営業統括部長兼営業推進部

長 
企業法人本部長兼営業推進部長 

寺見 俊吾 ﾃﾗﾐ ｼｭﾝｺﾞ 
技術統括部長兼地区営業統括部

副統括部長 
技術本部長 

佐藤 貴志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 北海道地区営業部長 
中国統括営業部広島支店長兼福山

支店長 

矢矧 元宏 ﾔﾊｷﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東北地区営業部長 東北統括営業部仙台支店長 

寺岡 大一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 上信越地区営業部長 
東京統括支店部長補佐 パートナー

課長 

菅野 雄大 ｽｶﾞﾉ ﾀｹﾋﾛ 千葉地区営業部長 西東京統括営業部長 

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 埼玉地区営業部長 北関東統括営業部長 

宮本 保 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾓﾂ 中東京地区営業部長 
営業本部本部長補佐 営業企画部

長 

平川 智一 ﾋﾗｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 東東京地区営業部長 東関東統括営業部長 

山下 直樹 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 南東京地区営業部長 東京統括支店長兼営業六課長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川地区営業部長 西関東統括営業部長 

千葉 昭男 ﾁﾊﾞ ｱｷｵ 山静地区営業部長 
東関東統括営業部千葉支店長兼木

更津支店長 

浅井 春彦 ｱｻｲ ﾊﾙﾋｺ 北陸地区営業部長 北陸統括営業部長 

池田 徳幸 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 愛知地区営業部長 中部統括営業部長 

成松 孝祐 ﾅﾘﾏﾂ ｺｳｽｹ 北大阪地区営業部長 北陸統括営業部金沢支店長 



 
 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

国部 政光 ｺｸﾌﾞ ﾏｻﾐﾂ 南大阪地区営業部長 九州統括営業部長 

藤井 理勝 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｶﾂ 近畿地区営業部長 東北統括営業部長 

久保田 泰生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｵ 西関西地区営業部長 
西関西統括営業部長兼北関西統括

営業部長 

片岡 真一 ｶﾀｵｶ ｼﾝｲﾁ 中国地区営業部長 中国統括営業部長 

布川 吉洋 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 四国地区営業部長 四国統括営業部部長補佐 

小池 猛 ｺｲｹ ﾀｹﾙ 北九州地区営業部長 北海道統括営業部長 

谷藤 浩貴 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾋﾛｷ 南九州地区営業部長 
東北統括営業部秋田支店長兼大曲

支店長 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ リレーション推進部長 
市場開発部長兼市場開発部マンシ

ョン開発課長 

森口 兼成 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ 営業サポート部長兼業績管理部長 大阪統括営業部長 

伊藤 雅利 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 技術サポート部長 中部統括センター長 

坂本 博康 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ 総合企画部長 企画推進部長 

中込 義治 ﾅｶｺﾞﾒ ﾖｼﾊﾙ 技術統括部付部長 北海道統括センター長 

佐川 昌治 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 

首都圏統括センター長兼東東京地

区営業部付部長兼南東京地区営

業部付部長 

東関東統括センター長 

佐藤 勝男 ｻﾄｳ ｶﾂｵ 北関東地区営業部付部長 北関西統括センター長 

薄井 正次 ｳｽｲ ﾏｻｼﾞ 上信越地区営業部付部長 東北統括センター長 



 
 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

水間 功 ﾐｽﾞﾏ ｲｻｵ 千葉地区営業部付部長 九州統括センター長 

小林 一幸 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉地区営業部付部長 北関東統括センター長 

阿部 昭彦 ｱﾍﾞ ｱｷﾋｺ 神奈川地区営業部付部長 西関東統括センター長 

林田 大洋 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山静地区営業部付部長 四国統括センター長 

西野 智憲 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾉﾘ 北陸地区営業部付部長 中国統括センター長 

内田 洋司 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 近畿地区営業部付部長 大阪統括センター長 

奥 勝彦 ｵｸ ｶﾂﾋｺ 西関西地区営業部付部長 西関西統括センター長 

町田 哲史 ﾏﾁﾀﾞ ﾃﾂｼ 北九州地区営業部付部長 
首都圏統括センター長兼西東京統

括センター長 

藤本 勝也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾔ 南九州地区営業部付部長 北陸統括センター長 

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 清水 

TEL：03-6823-7012 FAX：03-6741-4613 

E-mail：public-relations@usen.co.jp 


