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2022 年9 月1 日 

報道関係各位 

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 

 

人事異動に関するお知らせ 
 

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）は、本日9月1日、当社とグ

ループ会社である株式会社USENの人事を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

（9 月1 日付） 

<株式会社USEN-NEXT HOLDINGS > 

 
 

<株式会社USEN> 

 
 

 

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名

門間直人 ﾓﾝﾏﾅｵﾄ
㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

法務部長

㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

総務部法務課長

小林孝至 ｺﾊﾞﾔｼﾀｶﾕｷ
㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

オフィスイノベーション室長

㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

グループ企画推進室長

松本美樹 ﾏﾂﾓﾄﾐｷ
㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

クリエイティブ室長

㈱USEN-NEXT HOLDINGSコーポレート統括部

グループ企画推進室企画課長

氏名 フリガナ 新役職名 旧役職名

伊藤直嗣 ｲﾄｳﾅｵﾂｸﾞ
㈱USEN執行役員（エンタープライズ事業部管掌）、

店舗事業推進部長

㈱USEN執行役員、店舗Innovation事業部長

兼店舗事業推進部長

新井規央 ｱﾗｲﾉﾘｵ ㈱USEN社長室基幹システム開発部長
㈱USEN社長室基幹システム開発部シニアマネージャー

兼データ管理課長

上中善正 ｳｴﾅｶﾖｼﾏｻ ㈱USEN社長室データマネージメント部長 ㈱USEN社長室基幹システム開発部長

井上任央 ｲﾉｳｴﾀﾀﾞｵ ㈱USEN社長室オペレーションマネージメント部長
㈱USEN事務センター長

兼営業本部南関東支社サテライトセンター長

谷藤浩貴 ﾀﾆﾌｼﾞﾋﾛｷ ㈱USEN営業本部北海道支社長 ㈱USEN営業本部北海道支社長兼ビジネスアライアンス部長

米光裕太 ﾖﾈﾐﾂﾕｳﾀ ㈱USEN営業本部北海道支社ビジネスアライアンス部長 ㈱USEN営業本部北関東支社ビジネスアライアンス部1課長

柏倉伸明 ｶｼﾜｸﾗﾉﾌﾞｱｷ ㈱USEN営業本部北関東支社ビジネスアライアンス部長 ㈱USEN営業本部北海道支社ビジネスアライアンス部1課長
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佐藤貴志 ｻﾄｳﾀｶｼ ㈱USEN営業本部南関東支社長
㈱USEN営業本部南関東支社長

兼ITソリューションエリア営業部長

向井智朗 ﾑｶｲﾄﾓｱｷ ㈱USEN営業本部南関東支社エリア営業部長
㈱USEN営業本部南関東支社シニアマネージャー

兼ITソリューションエリア営業部営業2課長

近藤雄介 ｺﾝﾄﾞｳﾕｳｽｹ ㈱USEN営業本部南関東支社ビジネスアライアンス1部長 ㈱USEN営業本部南関東支社ビジネスアライアンス部長

芝池浩 ｼﾊﾞｲｹﾋﾛｼ ㈱USEN営業本部南関東支社ビジネスアライアンス2部長 ㈱USEN営業本部北関東支社ビジネスアライアンス部長

森口兼成 ﾓﾘｸﾞﾁｶｽﾞﾅﾘ ㈱USEN営業本部関西支社エリア営業部長 ㈱USEN営業本部関西支社ITソリューションエリア営業部長

西本真弥 ﾆｼﾓﾄｼﾝﾔ ㈱USEN営業本部中四国支社ビジネスアライアンス部長 ㈱USEN営業本部中四国支社シニアマネージャー兼広島支店長

坂本隆治 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｼﾞ ㈱USEN営業本部九州支社エリア営業部長 ㈱USEN営業本部九州支社ITソリューションエリア営業部長

乃村佑作 ﾉﾑﾗﾕｳｻｸ ㈱USEN営業本部営業企画部長 ㈱USEN営業本部関西支社シニアマネージャー兼南支店長

冨樫幹子 ﾄｶﾞｼﾐｷｺ ㈱USEN営業本部マーケティング部長 ㈱USEN企画開発本部マーケティング部長

増野和彦 ﾏｽﾉｶｽﾞﾋｺ ㈱USEN営業本部Salon Market Unit部長 ㈱USEN営業本部Salon Support Unit部長

清水亮 ｼﾐｽﾞﾘｮｳ ㈱USEN営業本部Healthcare Market Unit部長 ㈱USEN営業本部中四国支社ビジネスアライアンス部長

横山洸介 ﾖｺﾔﾏｺｳｽｹ ㈱USEN営業本部Wedding Market Unit部長
㈱USEN営業本部北関東支社シニアマネージャー

兼さいたま支店長

亀割誉 ｶﾒﾜﾘﾎﾏﾚ ㈱USEN企画開発本部音楽配信事業推進部長
㈱USEN企画開発本部IoT PLATFORM事業推進部長

兼IoT PLATFORMセンター部長

飯塚雄亮 ｲｲﾂﾞｶﾕｳｽｹ
㈱USEN企画開発本部POSレジ・キャッシュレス事業推進部長

兼プロダクト品質管理部長
㈱USEN企画開発本部Uレジ・Uペイ事業推進部長

姥貝徳尚 ｳﾊﾞｶﾞｲﾄｸﾅｵ
㈱USEN企画開発本部通信事業推進部長

兼㈱USEN-NEXT HOLDINGS決済事業室長

㈱USEN企画開発本部商品企画部長

兼㈱USEN-NEXT HOLDINGS決済事業室長

佐藤勇介 ｻﾄｳﾕｳｽｹ ㈱USEN企画開発本部アプリ事業推進部長 ㈱USEN企画開発本部UPLINK事業推進部長

伊藤裕 ｲﾄｳﾕﾀｶ ㈱USEN企画開発本部ネットワーク事業推進部長 ㈱USEN企画開発本部ネットワークデザイン部長

野村拓史 ﾉﾑﾗﾋﾛﾁｶ ㈱USEN企画開発本部プロダクト開発部長 ㈱USEN企画開発本部IoT PLATFORM事業開発部長
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中島正博 ﾅｶｼﾞﾏﾏｻﾋﾛ ㈱USEN企画開発本部インフラ開発部長 ㈱USEN企画開発本部Uレジ・Uペイ開発部長

片山亮 ｶﾀﾔﾏﾘｮｳ ㈱USEN企画開発本部デジタルマーケティング部長 ー

藤井理勝 ﾌｼﾞｲﾖｼｶﾂ ㈱USENエンタープライズ事業部長兼東日本営業推進部長 ㈱USEN法人営業統括部長

三浦清明 ﾐｳﾗｷﾖｱｷ ㈱USENエンタープライズ事業部事業戦略部長 ㈱USEN店舗Innovation事業部事業推進部長兼事業管理課長

大田勇樹 ｵｵﾀﾕｳｷ ㈱USENエンタープライズ事業部営業サポート部長 ㈱USEN法人営業統括部法人営業企画部長

古賀拓磨 ｺｶﾞﾀｸﾏ ㈱USENエンタープライズ事業部メディアプランニング部長
㈱USEN法人営業統括部メディアプランニング部長

兼オーダーソリューション営業部長

城間安浩 ｼﾛﾏﾔｽﾋﾛ
㈱USENエンタープライズ事業部営業開発部長

兼ゼネラルマネージャー
㈱USEN法人営業統括部副統括部長

小野健一郎 ｵﾉｹﾝｲﾁﾛｳ ㈱USENエンタープライズ事業部特販部長 ㈱USEN法人営業統括部特販部長

成伯真紀子 ﾅﾘｷﾏｷｺ

㈱USENエンタープライズ事業部

ビジネスインテグレーション推進部長

兼ゼネラルマネージャー

㈱USEN店舗Innovation事業部

ビジネスインテグレーション推進部長

兼ゼネラルマネージャー

入江正樹 ｲﾘｴﾏｻｷ ㈱USENエンタープライズ事業部西日本営業推進部長
㈱USEN法人営業統括部部長

兼キャンシステム㈱法人マーケット開発室長

米泉治 ﾖﾈｲｽﾞﾐｵｻﾑ

㈱USENエンタープライズ事業部

ソリューションセールス一部長

兼ソリューションセールス二部長

㈱USEN店舗Innovation事業部店舗DX推進2部長

森崇広 ﾓﾘﾀｶﾋﾛ
㈱USENエンタープライズ事業部

ソリューションセールス三部長
㈱USEN店舗Innovation事業部店舗DX推進2部部長

成松孝祐 ﾅﾘﾏﾂｺｳｽｹ
㈱USENエンタープライズ事業部

カスタマーサクセス営業一部長

㈱USEN店舗Innovation事業部店舗DX推進1部部長

兼西日本営業課長

小林万佐三 ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾐ
㈱USENエンタープライズ事業部

カスタマーサクセス営業二部長
㈱USEN法人営業統括部東日本第一営業部長

細井智彰 ﾎｿｲﾄﾓｱｷ
㈱USENエンタープライズ事業部

カスタマーサクセス営業三部長
㈱USEN法人営業統括部USEN Process Management部長

里井寿和 ｻﾄｲﾄｼｶｽﾞ ㈱USENエンタープライズ事業部東日本第一営業部長 ㈱USEN法人営業統括部東日本第三営業部長

白石宗 ｼﾗｲｼﾂｶｻ ㈱USENエンタープライズ事業部東日本第二営業部長 ㈱USEN法人営業統括部東日本第二営業部長

溝脇幸子 ﾐｿﾞﾜｷｻﾁｺ ㈱USENエンタープライズ事業部関西営業部長 ㈱USEN法人営業統括部関西営業部長
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以上 

古屋公弘 ﾌﾙﾔｷﾐﾋﾛ
㈱USENインシュアランス事業推進部長

兼USEN少額短期保険㈱営業統括部長兼リレーション開発部長
㈱USENインシュアランス事業推進部部長

富田晃 ﾄﾐﾀｱｷﾗ
㈱USENギャランティビジネス部長

兼USEN少額短期保険㈱取締役

㈱USENギャランティビジネス部長

兼インシュアランス事業推進部長

兼USEN少額短期保険㈱取締役

近江賢二 ｵｵﾐｹﾝｼﾞ ㈱USENアライアンス戦略室長 ㈱USEN店舗Innovation事業部店舗DX推進1部長

北澤伸二 ｷﾀｻﾞﾜｼﾝｼﾞ ㈱USENUSEN SOUND Lab.部長
㈱USEN法人営業統括部営業開発部長

兼USEN SOUND Lab.部長
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