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組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
 
平成 16 年 9 月 1 日付で、下記の通り組織変更、取締役の業務分掌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．組織変更 （詳しくは別紙組織図を参照下さい） 

事業部門間における人的リソースの連携による収益拡大を目的とし、業務店事業本部およびブロードバン

ド事業本部の営業部門を統合、営業本部を新設する。両事業部門における営業・技術面でのスキルを共有し、

放送事業、ブロードバンド事業双方において、更なる顧客拡大を図ります。 
 

＜変更内容＞ 

○6 支社を 12 支社に分割（東日本支社を東北支社および北関東支社に分割。関東支社を北関東支社、北東京支

社、南東京支社、東東京支社および西関東支社に分割。西日本支社を北関西支社、南関西支社および中四国支社

に分割） 

○各地区ブロードバンド営業部を各ブロードバンド支店に改称し、各支社の下位組織とする。 

○集合住宅に対するブロードバンド営業を強化するため、ブロードバンドマンション開発一部名古屋分室、ブロード

バンドマンション開発二部札幌分室、西日本ブロードバンドマンション開発二部、西日本ブロードバンドマンション

開発三部、ブロードバンドマンション開発四部、ブロードバンドマンション開発五部、九州ブロードバンドマンション

開発営業部、ブロードバンドマンション開発企画統括部を新設 

○西日本ブロードバンドマンション開発部を西日本ブロードバンドマンション開発一部に改称 

○カラオケ事業本部を新設し、カラオケ事業部をその下位組織に移管 

○関連事業本部を新設し、ピタ事業部、金融事業部、および店舗事業部をその下位組織に移管 

○テレコミュニケーション事業部を廃止し、担当業務を子会社へ移管 

○ブロードバンド事業本部にブロードバンド商品開発部を新設 

○オペレーション本部に業務企画部を新設 

○コーポレート本部に情報システム部を新設 

○USENテクニカルリサーチセンターをコーポレート本部の下位組織に移管 

○支店管理部を廃止し、担当業務を業務企画部に移管 

○オペレーション企画部を廃止し、担当業務を業務企画部と情報システム部に移管 

○システム部を廃止し、担当業務を情報システム部に移管 
 
 
 
 



 
 
２．取締役の業務分掌変更 
 

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、ブロードバンド事業

本部長兼マーケティング推進部担当 

代表取締役社長、コーポレート本部、マ

ーケティング推進部、店舗事業部担当 

加茂 正治 ｶﾓ ﾏｻﾊﾙ 
取締役副社長、カラオケ事業本部長兼

事業開発担当 

取締役副社長、技術本部、オペレーシ

ョン本部担当 

荒井 昌二 ｱﾗｲ ｼﾖｳｼﾞ 常務取締役、営業本部担当 
常務取締役、ブロードバンド事業本部

担当 

稲葉 豊 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾀｶ 常務取締役、営業本部長 
常務取締役、ブロードバンド事業本部

長 

佐藤 英志 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 
常務取締役、管理本部長兼経営企画

室長 

常務取締役、管理本部長兼経営企画

室長兼経理部長兼財務企画部長 

瀬川 英信 ｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 取締役、オペレーション本部長 
取締役、オペレーション本部長兼業務

店事業本部副本部長 

上野 清 ｳｴﾉ ｷﾖｼ 取締役、営業本部副本部長 
取締役、業務店事業本部長兼関東支

社長兼関東支社営業部長 

住谷 猛 ｽﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 
取締役、コーポレート本部長兼人事総

務部長兼関連事業本部長 

取締役、コーポレート本部長兼人事総

務部長兼金融事業部長兼店舗事業部

長兼テレコミュニケーション事業部長 

 
 
 
3．人事異動 
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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 北海道支社長 
北海道支社副支社長兼北海道支社営業

部長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 東北支社長 関東支社副支社長 

小関 功一 ｺｾｷ ｺｳｲﾁ 北関東支社長 北海道支社長兼北海道支社総務部長 

渡部 周生 ﾜﾀﾍﾞ ﾁｶｵ 北東京支社長 
九州支社副支社長兼九州支社営業部長

兼福岡第一支店統括支店長 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 南東京支社長 ブロードバンド第二営業統括部長 

田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ 東東京支社長 関東支社副支社長 

津田 耕典 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 西関東支社長 九州支社長兼九州支社総務部長 

船津 節 ﾌﾅﾂ ﾐｻｵ 中部支社長 東日本支社長兼東日本支社総務部長 

西井 幸男 ﾆｼｲ ﾕｷｵ 北関西支社長 西日本支社副支社長 

田中 茂孝 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾀｶ 南関西支社長 西日本支社長兼西日本支社営業部長 
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氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

福井 真史 ﾌｸｲ ﾏｻｼ 中四国支社長 千葉支店統括支店長 

稗田 順一 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 九州支社長 西日本支社副支社長 

鵜飼 秀男 ｳｶｲ ﾋﾃﾞｵ エンタープライズ事業部長 
中部支社長兼中部支社営業部長兼中部

支社総務部長 

佐々木 伸二 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 
エンタープライズ事業部ゼネラルマネジャ

ー 
エンタープライズ事業部長 

紺野 美和 ｺﾝﾉ ﾖｼｶｽﾞ 札幌第一支店統括支店長 池袋支店統括支店長 

千葉 昭男 ﾁﾊﾞ ｱｷｵ 旭川支店統括支店長 吉祥寺支店長 

金子 尚 ｶﾈｺ ﾋｻｼ 仙台第一支店統括支店長 渋谷第一支店統括支店長 

金井 栄次 ｶﾅｲ ｴｲｼﾞ 秋田支店統括支店長 前橋支店統括支店長 

結城 陸明 ﾕｳｷ ﾐﾁｱｷ 郡山支店統括支店長 若松支店支店長 

房崎 修 ﾌｻｻﾞｷ ｵｻﾑ 池袋支店統括支店長 長野支店統括支店長兼松本支店長 

遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 前橋支店統括支店長 仙台第一支店統括支店長 

藤村 達彦 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ さいたま支店統括支店長 錦糸町支店統括支店長 

高橋 光雄 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ 長野支店統括支店長 宇都宮支店統括支店長 

加藤 克己 ｶﾄｳ ｶﾂﾐ 宇都宮支店統括支店長 函館支店統括支店長 

貴舩 靖彦 ｷﾌﾈ ﾔｽﾋｺ 西新宿支店統括支店長 郡山支店統括支店長 

関根 重信 ｾｷﾈ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 渋谷第一支店統括支店長 さいたま支店統括支店長 

石本 守夫 ｲｼﾓﾄ ﾓﾘｵ 錦糸町統括支店長 立川支店統括支店長 

佐藤 勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 船橋支店統括支店長 旭川支店統括支店長 

内田 正美 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ 千葉支店統括支店長 山形支店統括支店長 

古屋 公弘 ﾌﾙﾔ ｷﾐﾋﾛ 立川支店統括支店長 仙台第二支店長 

田中 美徳 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 名古屋第一支店統括支店長 名古屋第二支店統括支店長 

小崎 俊之 ｺｻｷ ﾄｼﾕｷ 名古屋東支店統括支店長 
姫路第一支店統括支店長兼姫路第二支

店長 

市原 良治 ｲﾁﾊﾗ ﾘﾖｳｼﾞ 四日市支店統括支店長 名古屋第一支店統括支店長 

小西 英行 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 姫路第一支店統括支店長 大津支店統括支店長 
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氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

高橋 俊之輔 
ﾀｶﾊｼ ｼﾕﾝﾉｽ

ｹ 
京都支店統括支店長 山口支店統括支店長 

宮本 保 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾓﾂ 江坂支店統括支店長 
北第一支店統括支店長兼江坂支店統括

支店長 

植村 浩嗣 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 北第一支店統括支店長 京都支店統括支店長 

阪口 正晴 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 福岡第一支店統括支店長 鹿児島支店統括支店長 

小山 祥一 ｵﾔﾏ ｼﾖｳｲﾁ 鹿児島支店統括支店長 筑豊支店長 

村田 剛 ﾑﾗﾀ ﾂﾖｼ 南東京支社営業部長 
東日本支社副支社長兼東日本支社営業

部長 

永田 剛志 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾖｼ 札幌第二支店長 福岡第一支店 

寺岡 大一 ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ 函館支店長 札幌第二支店長 

高井 竜介 ﾀｶｲ ﾘﾕｳｽｹ 仙台第二支店長 仙台第一支店マネジャー 

根本 茂範 ﾈﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ いわき支店長 取手支店長 

佐々木 豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 若松支店長 酒田支店 

野中 仁 ﾉﾅｶ ﾋﾄｼ 取手支店長 水戸支店マネジャー 

半田 孝男 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶｵ 太田支店長 秋田支店長 

猪俣 真一 ｲﾉﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 川口支店長 札幌第一支店長 

杉田 英治 ｽｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ 八王子支店長 太田支店長 

池村 紳 ｲｹﾑﾗ ｼﾝ 吉祥寺支店長 都城支店長 

斉藤 由晃 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 新小岩支店長 西新宿支店統括支店長 

佐野 圭太 ｻﾉ ｹｲﾀ 戸塚支店長 青葉台支店長 

澁谷 信明 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾌﾞｱｷ 青葉台支店長 戸塚支店長 

布川 吉洋 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 高岡支店長 福井支店 

西川 哲生 ﾆｼｶﾜ ﾃﾂｵ 甲府支店長 八王子支店長 

中島 誠 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 松本支店長兼茅野支店長 高岡支店長 

丸山 伸一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 飯田支店長 飯田支店長兼茅野支店長 
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氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

芦沢 幸一 ｱｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 多治見支店長 名古屋東支店長 

藤森 智成 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾅﾘ 沼津支店長 浜松支店長 

平川 智一 ﾋﾗｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 浜松支店長 掛川支店長 

大橋 潤 ｵｵﾊｼ ｼﾞﾕﾝ 掛川支店長 沼津支店長 

宇野 佳隆 ｳﾉ ﾖｼﾀｶ 春日井支店長 豊田支店長 

長田 真 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 一宮支店長 東海支店長 

絹村 和夫 ｷﾇﾑﾗ ｶｽﾞｵ 豊田支店長 名古屋西支店長 

小出 雅哉 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾔ 名古屋西支店長 一宮支店長 

永田 友二 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓｼﾞ 東海支店長 豊橋支店長 

寺崎 俊光 ﾃﾗｻｷ ﾄｼﾐﾂ 岡崎支店長 岡崎支店統括支店長 

大谷 充生 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂｵ 豊橋支店長 多治見支店長 

近保 岳彦 ｺﾝﾎﾞ ﾀｹﾋｺ 名古屋第二支店長 四日市支店 

松田 敏雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 津支店長 伊勢支店長兼松阪支店長 

家田 義弘 ｲｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 伊勢支店長兼松阪支店長 四日市支店統括支店長 

増野 和彦 ﾏｽﾉ ｶｽﾞﾋｺ 大津支店長 京都南支店長 

中西 光一 ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ 京都南支店長 宇治支店長 

中道 竜二 ﾅｶﾐﾁ ﾘﾕｳｼﾞ 平野支店長 大阪狭山支店長 

西島 正勝 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻｶﾂ 新大阪支店長 江坂支店 

星川 信行 ﾎｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 南第二支店長 平野支店長 

能隅 健一 ﾉｳｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 加古川支店長 川西支店 
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氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

大野 則章 ｵｵﾉ ﾉﾘｱｷ 姫路第二支店長 加古川支店長 

野田 弘二 ﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ 倉敷支店長 津山支店長 

安井 隆博 ﾔｽｲ ﾀｶﾋﾛ 山口支店長 久留米支店長 

内海 雅仁 ｳﾂﾐ ﾏｻﾋﾄ 徳島支店長 倉敷支店長 

松田 栄樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ 久留米支店長 佐賀支店長 

矢野 城児 ﾔﾉ ｼﾞﾖｳｼﾞ 筑豊支店長 大牟田支店長 

坂本 隆治 ｻｶﾓﾄ ﾘﾕｳｼﾞ 福岡南支店長 コザ支店長 

森本 敦 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾄﾑ 佐賀支店長 鹿屋支店長 

田口 冬樹 ﾀｸﾞﾁ ﾌﾕｷ 宮崎支店長 佐世保サービスセンター マネジャー 

西ノ村 幸博 ﾆｼﾉﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 都城支店長 宮崎支店長 

松山 稔 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾉﾙ 鹿屋支店長 鹿児島支店 

米田 敏博 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ コザ支店長 那覇支店 

最上 功一 ﾓｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 
北関東支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンドさいたま支店長 
さいたま地区ブロードバンド営業部長 

増田 竜生 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾕｳｾｲ 
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 

BB 池袋ブロック長兼池袋地区ブロードバ

ンド営業部長 

岡  喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ 
南東京支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド品川支店長 
江戸川地区ブロードバンド営業部長 

桂井 基 ｶﾂﾗｲ ﾓﾄｲ 
東東京支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド江戸川支店長 
BB 江戸川ブロック長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ 
西関東支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド横浜支店長 

BB 品川ブロック長兼品川地区ブロードバ

ンド営業部長兼町田地区ブロードバンド

営業部長 

池田 順一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
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 
京都地区ブロードバンド営業部長 
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氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 
南関西支社ブロードバンド統括支店長兼

ブロードバンド大阪支店長 
北大阪地区ブロードバンド営業部長 

半田 英智 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 
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 

北九州地区ブロードバンド営業部兼福岡

地区ブロードバンド営業部長 

大野 富生 ｵｵﾉ ﾄﾐｵ ブロードバンド札幌支店長 立川地区ブロードバンド営業部 

大堀 洋治 ｵｵﾎﾘ ﾖｳｼﾞ ブロードバンド仙台支店長 仙台地区ブロードバンド営業部長 

吉本 礼遵 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ ブロードバンド所沢支店 開設準備室長 池袋地区ブロードバンド営業部 

阿部 貴浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ブロードバンド荒川支店長 荒川地区ブロードバンド営業部長 

百瀬 泰久 ﾓﾓｾ ﾔｽﾋｻ ブロードバンド練馬支店 開設準備室長 新宿地区ブロードバンド営業部長 

高本 敦史 ﾀｶﾓﾄ ｱﾂｼ ブロードバンド新宿支店長 
東京中央地区ブロードバンド営業部マネ

ジャー 

岡村 仁 ｵｶﾑﾗ ｼﾞﾝ ブロードバンド世田谷支店長 世田谷地区ブロードバンド営業部長 

山本 実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ ブロードバンド吉祥寺支店長 町田地区ブロードバンド営業部 

森  喜朗 ﾓﾘ ﾖｼﾛｳ ブロードバンド東京中央支店長 品川地区ブロードバンド営業部 

池田 成希 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞｷ ブロードバンド江東支店長 江東地区ブロードバンド営業部長 

横山 義紀 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｷ ブロードバンド千葉支店長 仙台地区ブロードバンド営業部 

大久保 貴弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ ブロードバンド松戸支店 開設準備室長 立川地区ブロードバンド営業部長 

今関 竜治 ｲﾏｾﾞｷ ﾘﾕｳｼﾞ ブロードバンド船橋支店 開設準備室長 船橋支店長 

神保 隆太 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾘﾕｳﾀ ブロードバンド浦安支店 開設準備室長 江戸川地区ブロードバンド営業部 

鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ ブロードバンド戸塚支店長 甲府支店長 

越後 弘光 ｴﾁｺﾞ ﾋﾛﾐﾂ ブロードバンド町田支店長 千葉地区ブロードバンド営業部長 

櫻井 久俊 ｻｸﾗｲ ﾋｻﾄｼ ブロードバンド立川支店長 横浜地区ブロードバンド営業部長 
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満田 光 ﾐﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ ブロードバンド溝口支店 開設準備室長 戸塚地区ブロードバンド営業部長 

並木 渉 ﾅﾐｷ ﾜﾀﾙ ブロードバンド府中支店 開設準備室長 さいたま地区ブロードバンド営業部 

永田 利昭 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼｱｷ 
ブロードバンド八王子支店 開設準備室

長 
東京中央地区ブロードバンド営業部長 

黒田 英雄 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ブロードバンド名古屋支店長 福岡地区ブロードバンド営業部 

郷田 進二 ｺﾞｳﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ブロードバンド京都支店長 神戸地区ブロードバンド営業部長 

松村 俊治 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｼﾞ ブロードバンド西宮支店 開設準備室長 東京中央地区ブロードバンド営業部 

田中 裕司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ ブロードバンド北大阪支店長 新横浜地区ブロードバンド営業部長 

斉藤 学 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ ブロードバンド梅田支店 開設準備室長 大阪地区ブロードバンド営業部長 

帆足 智和 ﾎｱｼ ﾄﾓｶｽﾞ ブロードバンド広島支店長 北九州地区ブロードバンド営業部 

山田 敏雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾏｻ ブロードバンド北九州支店長 福岡南支店長 

堀田 典孝 ﾎﾂﾀ ﾉﾘﾀｶ 
ブロードバンドマンション開発一部名古屋

分室長 
名古屋地区ブロードバンド営業部長 

前田 世起 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｷ 
西日本ブロードバンドマンション開発一部

長 
西日本ブロードバンドマンション開発部長

菊池 和義 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾖｼ 
ブロードバンドマンション開発二部札幌分

室長 
札幌地区ブロードバンド営業部長 

百々 義治 ﾓﾓ ﾖｼﾊﾙ 
西日本ブロードバンドマンション開発二部

長 
中部支社副支社長 

松下 進 ﾏﾂｼﾀ ｽｽﾑ 
ブロードバンドマンション開発三部長兼西

日本マンション開発三部長 
ブロードバンドマンション開発三部長 

伊藤 千里 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ ブロードバンドマンション開発四部長 関東支社副支社長 

白石 信弘 ｼﾗｲｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ ブロードバンドマンション開発五部長 支店管理部マネジャー 

山本 進一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 
九州ブロードバンドマンション開発営業部

長 
BB 新宿ブロック長 

福岡 昭一 ﾌｸｵｶ ｼﾖｳｲﾁ
ブロードバンドマンション開発企画統括部

長 
BB 大阪ブロック長 
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南  佳成 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾅﾘ ブロードバンド商品開発部長 － 

山木 秀文 ﾔﾏｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ 店舗事業部長 
人事総務部付マネジャー（㈱ディオクリエ

イション出向） 

中峯 弘二 ﾅｶﾐﾈ ｺｳｼﾞ 業務企画部長 オペレーション企画部長 

小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 経理部長 経理部チーフマネジャー 

松山 明弘 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 財務企画部長 財務企画部ゼネラルマネジャー 

二木 均 ﾆｷ ﾋﾄｼ 

CTO、コーポレート本部副本部長兼情報

システム部長兼 USEN テクニカルリサーチ

センター長 

CTO、オペレーション本部副本部長兼

USEN テクニカルリサーチセンター長 

 
以上 


