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取締役の人事等に関するお知らせ 

 

 

 平成 29年７月 10日開催の当社取締役会において、平成 29年 12月１日より商号変更となる株式会社ＵＳ

ＥＮ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの取締役等の人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 また、ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳグループの各事業会社の代表者、所在地等も併せてお知らせ

いたします。 

 

 

記 

 

 

１．株式会社ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現、株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ）取締役、監査役、執行

役員（平成 29年 12月 1日より） 

 

役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 

代表取締役社長 CEO 宇野 康秀 ｳﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 

取締役副社長 COO 島田 亨 ｼﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 

常務取締役 CFO 馬淵 将平 ﾏﾌﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 

常務取締役 田村 公正 ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ 

取締役 堤  天心 ﾂﾂﾐ ﾃﾝｼﾝ 

取締役 大田 安彦 ｵｵﾀ ﾔｽﾋｺ 

社外取締役 佐藤 明夫 ｻﾄｳ ｱｷｵ 

社外取締役 夏野 剛 ﾅﾂﾉ ﾀｹｼ 

社外取締役 伊串 久美子 ｲｸﾞｼ ｸﾐｺ 

 

 



役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 

常勤監査役 小林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 

常勤監査役 堀内 雅生 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｵ 

社外監査役 北村 行夫 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷｵ 

社外監査役 須原 伸太郎 ｽﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 

執行役員 服部 浩久 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾋｻ 

執行役員 住谷 猛 ｽﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 

執行役員 川岡 康仁 ｶﾜｵｶ ﾔｽﾋﾄ 

 

 

２．株式会社ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（現、株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ）子会社代表者、所在地

等（平成 29年 12月 1日より） 

 

（１）株式会社ＵＳＥＮ（現、株式会社ＵＳＥＮ分割準備会社） 

 

  代表取締役社長 田村 公正（ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目１番２号 

  事業内容  音楽配信事業、エネルギー事業 

 

（２）株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ（現、株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ分割準備会社） 

 

  代表取締役社長 堤 天心（ﾂﾂﾐ ﾃﾝｼﾝ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目１番 30号 

  事業内容  映像配信事業、ネットワーク回線事業 

 

（３）株式会社アルメックス 

 

  代表取締役社長 馬淵 将平（ﾏﾌﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目１番２号 

  事業内容  業務用システム事業 

 

（４）株式会社ＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ 

 

  代表取締役社長 島田 亨（ｼﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目１番 30号 

  事業内容  インターネット回線販売代理店サービス事業 

 

（５）株式会社ＵＳＥＮ ＩＣＴ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

 

  代表取締役社長 青柳 陽一（ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳｲﾁ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目１番２号 

  事業内容  法人向けＩＣＴ事業 

 



（６）株式会社ＵＳＥＮ Ｍｅｄｉａ 

 

  代表取締役社長 成内 英介（ﾅﾘｳﾁ ｴｲｽｹ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目１番２号 

  事業内容  集客支援事業 

 

（７）株式会社Ｕ-ＮＥＸＴマーケティング 

 

  代表取締役社長 溝辺 和広（ﾐｿﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目 35番２号 

  事業内容  ＡＩコンシェルジュ事業、コンタクトセンター受託運営事業 

 

（８）Ｙ．Ｕ‐ｍｏｂｉｌｅ株式会社 

 

  代表取締役社長 二宮 康真（ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾏｻ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目 35番２号 

  事業内容  電気通信事業 

 

（９）株式会社ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ ＬＩＶＩＮＧ ＰＡＲＴＮＥＳ 

 

  代表取締役社長 山本 正志（ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目１番 30号 

  事業内容  不動産企業向けサービス事業 

 

（10）株式会社Ｎｅｘｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

 

  代表取締役社長 牧 直道（ﾏｷ ﾅｵﾐﾁ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目 35番２号 

  事業内容  インターネット回線販売代理店サービス事業 

 

（11）株式会社Ｕ－ＭＸ 

 

代表取締役社長 最上 功一（ﾓｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神宮前三丁目 35番２号 

  事業内容  インターネット回線販売代理店サービス事業 

 

（12）株式会社サイファ 

 

代表取締役社長 塚本 健太（ﾂｶﾓﾄ ｹﾝﾀ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目２番４号 

  事業内容  メディア事業、アプリプラットフォーム事業 

 

（13）株式会社ユーズミュージック 

 

代表取締役社長 稲葉 豊（ｲﾅﾊﾞ ﾕﾀｶ） 

  本店所在地  東京都渋谷区神泉町９番８号 

  事業内容  音楽出版関連事業 

 

 

 

 



（14）株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 

 

代表取締役社長 田村 公正（ﾀﾑﾗ ｷﾐﾏｻ） 

  本店所在地  東京都港区北青山三丁目１番２号 

  事業内容  電気・通信設備工事事業 

 

（15）ＵＳＥＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 

 

代表取締役社長 髙木 謙充（ﾀｶｷﾞ ﾉﾘﾐﾂ） 

  本店所在地  東京都渋谷区東 1丁目 32番地 12号 

  事業内容  開業支援サービス事業、通信ネットワークサービス事業、生活支援事業 

 

（16）ＡＬＭＥＸ ＳＹＳＴＥＭ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＡＳＩＡ ＳＤＮ.ＢＨＤ.（ＡＳＴＡ） 

 

代表取締役社長 平原 秀頼（ﾋﾗﾊﾗ ﾋﾃﾞﾖﾘ） 
  本店所在地  19-8-3 Ｌｅｖｅｌ8,ＵＯＡ Ｃｅｎｔｒｅ Ｎｏ.19, 

Ｊａｌａｎ Ｐｉｎａｎｇ，50450 Ｋｕａｌａ Ｌｕｍｐｕｒ ＭＡＬＡＹＳＩＡ 
  事業内容  株式会社アルメックス マレーシア現地法人 

 

 

 

 

 

以上 


