
 

平成 18 年 9 月 1 日 
各  位 

 
 
 
 

組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
平成 18 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） 

 

・営業本部において、現 13 支社体制から 9 支社体制への再編を行う。 

・ブロードバンド広域営業部、西日本ブロードバンドマンション開発三部およびブロードバンドマンション

開発五部を廃止。 

・営業推進室と商品企画室を統合し、新組織名を営業推進室とする。 

・ブロードバンド営業推進部、ブロードバンドオペレーション統括部および BB 代理店営業部を統合し、

新組織名をブロードバンド営業推進部とする。 

・法人営業本部を新設し、ブロードバンド法人部およびブロードバンドマンション営業に関連する部門を

営業本部より移管。 

・法人営業本部の下位組織として、ブロードバンドマンション GyaO 営業部を新設。 

・GyaO 事業本部営業局の下位組織として、営業推進 1 部、営業推進 2 部、メディアマーケティング部、

業務管理部および営業企画室を新設。また、メディア推進企画部、営業推進室および総合企画部を

廃止。 

・GyaO 事業本部編成局の下位組織として番組編成部および Web 制作部を新設。 

・GyaO 事業本部に制作局を新設し、その下位組織として企画制作部および番組制作部を設置。 

・GyaO 事業本部に調達局を新設し、その下位組織として海外調達部、第 1 調達部および第 2 調達部を

設置。 

・GyaO 事業本部の下位組織として LEM 事業局を新設。 

・関連事業本部を廃止し、下位組織であるグルメ GyaO 事業部の担当業務を GyaO 事業本部 LEM 事

業局（新設）へ移管。また、店舗事業部およびフランチャイズ事業部の担当業務をグループ会社に移

管。 

・コーポレート本部の下位組織として IS 部を新設し、総務部が担当する業務の一部を移管。 

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）  



 

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、GyaO 事業本部長兼

GyaO 事業本部編成局、技術局、企画調整

室担当兼 GyaO 事業本部編成局長兼コーポ

レート本部長 

代表取締役社長、ＧｙａO 事業本部長 

加茂 正治 ｶﾓ ﾏｻﾊﾙ 
取締役副社長、グループ事業統括本部長兼

営業本部、パーソナル事業本部担当 
取締役副社長、グループ事業統括本部長 

稲葉 豊 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾀｶ 
常務取締役、GyaO 事業本部制作局担当兼

制作局長兼企画制作部長 

常務取締役、営業本部、GyaO 事業本部営

業局担当 

上野 清 ｳｴﾉ ｷﾖｼ 取締役、営業本部長 取締役、営業本部長兼首都圏営業部長 

高垣 佳典 ﾀｶｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 

取締役、コンテンツ事業本部長兼ブロードバ

ンドコンテンツ部長兼 GyaO 事業本部調達

局担当兼調達局長 

取締役、コンテンツ事業本部長兼ブロードバ

ンドコンテンツ部長 

住谷 猛 ｽﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 
取締役、GyaO 事業本部営業局、LEM 事業

局担当兼法人営業本部長 

取締役、コーポレート本部長兼人事部長兼

ＵＳＥＮグループ室長兼関連事業本部長 

 

※担当役員と本部長が同一の場合は、担当役員を表示しません。 

 

 

3．人事異動 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

田中 美徳 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 東北支社長 北関西支社長 

稗田 順一 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北関東支社長 九州支社長 

田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ 南関東支社長 東東京支社長 

山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 西関東支社長 東北支社長 

小関 功一 ｺｾｷ ｺｳｲﾁ 中部支社長 北関東支社長 

船津 節 ﾌﾅﾂ ﾐｻｵ 関西支社長 中部支社長 

渡部 周生 ﾜﾀﾍﾞ ﾁｶｵ  九州支社長 横浜支社長 

亀澤 浩 ｶﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 大牟田支店長 厚木支店長 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

阿久津 浩康 ｱｸﾂ ﾋﾛﾔｽ 北関東支社技術オペレーションセンター長 ― 

大野 信久 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 
南関東支社東京北技術オペレーションセンタ

ー長 
北東京支社技術オペレーションセンター長 

桑島 信夫 ｸﾜｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 
南関東支社東京東技術オペレーションセンタ

ー長 
東東京支社技術オペレーションセンター長 

弘中 良行 ﾋﾛﾅｶ ﾖｼﾕｷ 
南関東支社東京南技術オペレーションセンタ

ー長 
南東京支社技術オペレーションセンター長 

吉川 博之 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 
西関東支社横浜技術オペレーションセンター

長 
横浜支社技術オペレーションセンター長 

福武 秀樹 ﾌｸﾀｹ ﾋﾃﾞｷ 
西関東支社立川技術オペレーションセンター

長 
西関東支社技術オペレーションセンター長 

竹川 幸浩 ﾀｹｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 関西支社神戸技術オペレーションセンター長
北関西支社神戸技術オペレーションセンタ

ー長 

小林 弘司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 関西支社京都技術オペレーションセンター長
北関西支社京都技術オペレーションセンタ

ー長 

香原 邦浩 ｺｳﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 

関西支社大阪南技術オペレーションセンター

長兼関西支社大阪北技術オペレーションセ

ンター長 

南関西支社大阪南技術オペレーションセン

ター長兼南関西支社大阪北技術オペレーシ

ョンセンター長 

貴舩 靖彦 ｷﾌﾈ ﾔｽﾋｺ 首都圏営業部長 首都圏営業部チーフマネジャー 

小野口 智也 ｵﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 営業推進室長 商品企画室長 

大槻 哲彰 ｵｵﾂｷ ﾃﾂｱｷ 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一部マ

ネジャー 

伊藤 千里 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ 
ブロードバンドマンション開発二部長兼ブロ

ードバンドマンション開発四部長 

ブロードバンドマンション開発三部長兼西日

本ブロードバンドマンション開発三部長兼ブ

ロードバンドマンション開発四部長 

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三部長 ブロードバンドマンション開発五部長 

小原 英一 ｵﾊﾗ ｴｲｲﾁ ブロードバンドマンションＧｙａO 営業部長 ブロードバンドマンション開発二部長 

山下 一成 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ GyaO 営業局長兼営業企画室長 
GyaO 営業局長兼営業局西日本営業部長

兼営業局総合企画部長 

江龍 寿 ｴﾘｭｳ ﾋｻｼ ＧｙａO 営業局営業推進 1 部長 ＧｙａO 営業局メディア推進企画部長 

大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ ＧｙａO 営業局営業推進 2 部長 南東京支社長 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

小林 丈剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾖｼ ＧｙａO 営業局メディアマーケティング部長 ＧｙａO 営業局営業推進室長 

木舟 光史 ｷﾌﾈ ﾐﾂｼ ＧｙａO 営業局業務管理部長 
人事部付ゼネラルマネジャー（㈱ＢＭＢ出

向） 

後藤 圭介 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ GyaO 編成局番組編成部長 ＧｙａO 編成局 

髙野 輝次 ﾀｶﾉ ﾃﾙﾂｸﾞ ＧｙａO 編成局Ｗｅｂ制作部長 ＧｙａO 編成局マネジャー 

近藤 和裕 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ ＧｙａO 制作局番組制作部長 
人事部付ゼネラルマネジャー（㈱ユーズ・ミュ

ージック出向） 

坂本 光正 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ GyaO 調達局海外調達部長 ― 

沖 秀史 ｵｷ ﾋﾃﾞｼ 
音楽番組制作部長兼ＧｙａO 調達局第 1 調

達部長 
音楽番組制作部長 

小原 昭博 ｺﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 
コンテンツ事業企画室長兼ＧｙａO 調達局第

2 調達部長 
コンテンツ事業企画室長 

松本 武史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 

コンテンツプラットフォーム事業部長兼カスタ

マーリレーション部長兼ＬＥＭ事業局長兼ブ

ロードバンドコンテンツ部ゼネラルマネジャー

コンテンツプラットフォーム事業部長兼カスタ

マーリレーション部長兼ブロードバンドコンテ

ンツ部ゼネラルマネジャー 

田中 修 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 技術開発部長 技術開発部マネジャー 

今中 正範 ｲﾏﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 安全品質対策室長 
ブロードバンド技術部長兼北関東支社技術

オペレーションセンター長 

西井 幸男 ﾆｼｲ ﾕｷｵ  購買部長 北東京支社長 

加藤 章二 ｶﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 人事部長 
人事部付ゼネラルマネジャー（㈱ＢＭＢ出

向） 

小豆嶋 淳 ｱｽﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ ＩＳ部長 総務部チーフマネジャー 

竹内 澄成 ﾀｹｳﾁ ｽﾐﾅﾘ ＵＳＥＮグループ室長 ― 

 
 
 
 
 
 

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
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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

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

CTO室

社長室

ブロードバンド首都圏営業部

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

IS部

情報システム部

統合システム運用部

LEM事業局

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

USENグループ室

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
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