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取締役の業務分掌変更及び組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
 
 平成 19 年 4 月 1 日付で下記の通り、取締役の業務分掌変更及び組織変更・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） 

・パーソナル事業本部 GyaONext 戦略室を新設 

・パーソナル事業本部 SP 営業部を CS 事業部に改称 

・パーソナル事業本部 MB 営業部を MB 事業部に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンド営業部を BB 事業部に改称 

・パーソナル事業本部ブロードバンドテレマーケティング部を廃止し、担当業務を BB 事業部に統合 

・GyaO 事業本部営業局プロモーション推進部を新設 

・GyaO 事業本部営業局営業推進 3 部を廃止 

・GyaO 事業本部制作局企画制作部及び番組制作部を統合し、新組織名を制作部とする 

・GyaO 事業本部調達局第 1 調達部を第 1 部に改称 

・GyaO 事業本部調達局第 2 調達部を第 2 部に改称 

・GyaO 事業本部調達局海外調達部を第 3 部に改称 

・グループ事業統括本部サービス企画部を新設 

・グループ事業統括本部東京事務センター及び大阪事務センターを統合し、新組織名を事務センター

とする 

・札幌第一支店、札幌第二支店及び札幌第三支店を統合し、新組織名を札幌支店とする 

・新潟支店佐渡サービスセンターを閉鎖し、新潟支店に統合 

 

 

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  取 締 役 管 理 本 部 長  紺 屋 勝 成
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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

編成局、GyaO 企画調整室、LEM 事業局担当

兼 GyaO 編成局長兼コーポレート本部長 

代表取締役社長、GyaO 事業本部長兼 GyaO

編成局、GyaO企画調整室担当兼GyaO編成

局長兼コーポレート本部長 

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

グループ事業調整室長兼営業本部、パーソ

ナル事業本部、内部統制室担当 

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、内部統制

室担当 

上野 清 ｳｴﾉ ｷﾖｼ 取締役、営業本部長兼南関東支社長 取締役、営業本部長 

住谷 猛 ｽﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 
取締役、GyaO 営業局担当兼法人営業本部

長 

取締役、GyaO 営業局、LEM 事業局担当兼

法人営業本部長 

二木 均 ﾆｷ ﾋﾄｼ 
取締役、CTO、グループ事業統括本部副本

部長兼サービス企画部長 

取締役、CTO、グループ事業統括本部副本

部長 

 

 

3. 人事異動 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ CS 事業部長 前橋支店統括支店長 

柴田 博史 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ MB 事業部長 MB 営業部長 

二宮 康真 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ BB 事業部長 ブロードバンド営業部長 

堤 天心 ﾂﾂﾐ ﾃﾝｼﾝ GyaONext 戦略室長 GyaO 編成局付部長 

山下 一成 
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾅ

ﾘ 

法人営業本部担当ゼネラルマネジャー兼ブロ

ードバンドマンション営業統括部長兼ブロード

バンドマンション GyaO 営業部長 

GyaO 営業局長兼 GyaO 営業局営業企画室

長 

山本 正志 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ GyaO 営業局長 

法人営業本部担当ゼネラルマネジャー兼ブロ

ードバンドマンション営業統括部長兼ブロード

バンドマンション GyaO 営業部長 

金子 尚 ｶﾈｺ ﾋｻｼ ブロードバンドマンション開発二部長 仙台支店統括支店長 

櫻井 久俊 ｻｸﾗｲ ﾋｻﾄｼ 九州ブロードバンドマンション開発営業部長 
九州ブロードバンドマンション開発営業部 

マネジャー 

小原 英一 ｵﾊﾗ ｴｲｲﾁ GyaO 営業局第 1 営業部長 GyaO 営業局営業推進 3 部長 

山本 進一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ GyaO 営業局営業推進１部長 九州ブロードバンドマンション開発営業部長 

山田 敏継 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾂｸﾞ GyaO 営業局営業推進２部長 ブロードバンド法人部チーフマネジャー 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

坂本 光正 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ GyaO 営業局プロモーション推進部長 GyaO 営業局付部長 

仁木 良一 ﾆｷ ﾖｼｶｽﾞ GyaO 営業局西日本営業部長 
西日本ブロードバンドマンション開発一部 

チーフマネジャー 

江守 佳郎 ｴﾓﾘ ﾖｼｵ GyaO 営業局メディアマーケティング部長 GyaO 営業局第 1 営業部長 

江龍 寿 ｴﾘﾕｳ ﾋｻｼ GyaO 営業局営業企画室長 GyaO 営業局営業推進 1 部長 

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

第 3 部長 

GyaO 編成局番組編成部長兼 GyaO 調達局

海外調達部長 

近藤 和裕 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ GyaO 制作局制作部長 
GyaO 制作局企画制作部長兼 GyaO 制作局

番組制作部長 

沖 秀史 ｵｷ ﾋﾃﾞｼ 音楽番組制作部長兼 GyaO 調達局第 1 部長
音楽番組制作部長兼 GyaO 調達局第 1 調達

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

部長 

コンテンツ事業企画室長兼 GyaO 調達局第 2

調達部長 

石川 和男 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｵ GyaO 企画調整室長 グループ事業調整室長兼内部統制室長 

田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ LEM 事業局長 南関東支社長 

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 

山本 昌平 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾗ 事務センター長 大阪事務センター長 

尾﨑 真也 ｵｻﾞｷ ｼﾝﾔ 
内部統制室長兼グループ事業調整室ゼネラ

ルマネジャー 

人事部付ゼネラルマネジャー 

（㈱USEN パートナーサービス出向） 

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

杉田 英治 ｽｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ 秋田支店長兼大曲支店長 八王子支店長 

伊藤 千里 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ 仙台支店統括支店長 
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 

金井 栄次 ｶﾅｲ ｴｲｼﾞ 前橋支店統括支店長 秋田支店統括支店長兼大曲支店長 

伊藤 直嗣 ｲﾄｳ ﾅｵﾂｸﾞ 川崎支店長兼溝ノ口支店長 川崎支店長 

真崎 敬吾 ﾏｻｷ ｹｲｺﾞ 八王子支店長 溝ノ口支店長 



 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名 

佐藤 正臣 ｻﾄｳ ﾏｻｵﾐ ブロードバンド仙台支店長 ブロードバンド仙台支店 

岡 喜之 ｵｶ ﾖｼﾕｷ ブロードバンドさいたま支店統括支店長 ブロードバンド立川支店統括支店長 

阿部 貴浩 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ブロードバンド品川支店統括支店長 ブロードバンド池袋支店長 

溝辺 和広 ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ブロードバンド池袋支店長 ブロードバンドさいたま支店長 

田中 裕司 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ ブロードバンド立川支店長 ブロードバンド仙台支店長 

孔井 友明 ｱﾅｲ ﾄﾓｱｷ ブロードバンド金沢支店長 ブロードバンド広島支店長 

相田 元 ｱｲﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ ブロードバンド北大阪支店長 ブロードバンド大阪支店 

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

安村 光平 ﾔｽﾑﾗ ｺｳﾍｲ ブロードバンド広島支店長 ブロードバンド広島支店 

 
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

グループ事業統括本部

事務センター

統合システム運用センター

システム開発部

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

2007年4月1日付組織図
2007/04/01

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

CS管理部

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 CS事業部

MB事業部

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

購買部

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

プロモーション推進部

企画調整室

LEM事業局

グループ事業調整室

システム企画部

内部統制室

GyaONext戦略室

西日本営業部

業務企画部

BB事業部

サービス企画部

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

メディアマーケティング部

業務管理部

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

制作部

調達局

第1部

第2部

第3部

メディア・プロモーション部

営業企画室

UBAプロジェクト室

業務監理統括室

社長室

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ施工管理部

グループ財務企画室

BB事業部

（BB事業部内組織図）


