
 

 

 

 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント （本社:東京都千代田区、代表取締役 

榎本和友、以下SMEJ ）ならびに株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント （本社:東京都

千代田区、代表取締役 榎本和友）は、SMEJ の役員人事ならびにそれぞれの子会社の役員

人事異動につきまして、下記の通りお知らせいたします。 

                  記 

【株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント】2006 年 6 月 20 日付 

◆ 取締役 

代表取締役  榎本 和友 

 取締役    高橋 俊一 

取締役    井原 勝美 

 取締役    大根田 伸行 

 取締役    岸  栄司 

 取締役    盛田 昌夫 

 取締役    藤田 州孝 

  取締役  ハワード･ストリンガー (退任) 

◆監査役  

 常勤監査役 水野 富夫 

 監査役     川西  保 (新任) 

 監査役     長坂 武見 (新任) 

 監査役     伊藤  裕 (新任) 

 常勤監査役  荻原 利郎 (退任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 監査役  田中 憲治 (退任) 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員人事について 

2006. 6. 21 発行



 

 

◆ コーポレイト・エグゼクティブ 

 コーポレイト・エグゼクティブ CEO     榎本 和友 

  コーポレイト・エグゼクティブ 

  ディストリビューション&ソリューション(D&S)ビジネスグループ COO 十二村 幹男 

 コーポレイト・エグゼクティブ 

   ネット&メディア(N&M)ビジネスグループ COO  秦  幸雄 

 コーポレイト・エグゼクティブ 

  マネジメント&パブリッシング(M&P)ビジネスグループ COO   

      兼森 博道 

 コーポレイト・エグゼクティブ 

  レーベル&コンテンツ(L&C)ビジネスグループ COO 北川 直樹 

                                        (SD、マーケティング、CP 担当) 

 コーポレイト・エグゼクティブ CAO     伊藤 泰造 (新任) 

 (人事、総務、法務、契約、国際、コンプライアンス、システム 担当) 

 コーポレイト・エグゼクティブ CSO     鈴木  明 (新任) 

 (経営戦略、経理、財務 担当) 

※ COO = Chief Operating Officer,  

 CAO = Chief Administration Officer, CSO = Chief Strategic Officer 

※ なお、コーポレイト・エグゼクティブ CSO の鈴木 明は、㈱ソニー・ミュージックエンタテインメ

ントならびに㈱ソニー・カルチャーエンタテインメントのコーポレート・スタッフ・グループ チ

ーフ・ゼネラルマネージャーを兼務いたします。 

 

【株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル】2006 年 6 月 14 日付 

代表取締役  佐久間 救 (新任) 

  代表取締役  鈴木 明 (退任) 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

【株式会社エスエムイーレコーズ】2006 年 6 月 15 日付 

代表取締役  八木 昭二 (新任) 

  代表取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

 

 

 

 



 

 

 

【株式会社エピックレコードジャパン】2006 年 6 月 14 日付 

 監査役 川西  保 (新任) 

 監査役  佐藤 雅人 (退任) 

 

【株式会社キューンレコード】2006 年 6 月 14 日付 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

【株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ】2006 年 6 月 14 日付 

代表取締役 執行役員社長 大塩 泰之 (昇任) 

 監査役 川西 保 (新任) 

 監査役  佐藤 雅人 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション】2006 年 6 月 14 日付 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

【株式会社ジャレード】2006 年 6 月 19 日付 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ】2006 年 6 月 15 日付 

 代表取締役 執行役員社長 水野 道訓 (昇任) 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ】2006 年 6 月 16 日付 

代表取締役  佐藤 康広 (新任) 

取締役  榎本 和友 (新任) 

  代表取締役 伊藤 泰造 (退任) 

 取締役    北川 直樹 (退任) 

 
 

 

 



 

 

 

 

【株式会社 Hit & Run】2006 年 6 月 16 日付 

 取締役    佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社 SMA エンタテインメント】2006 年 6 月 16 日付 

 取締役    佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社 SMA パイオニアーズ】2006 年 6 月 16 日付 

 取締役    佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社ニューカム】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社ミュージック･タブロイド】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社ヴィレッジ ミュージック】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     佐藤 康広 (新任) 

  取締役  伊藤 泰造 (退任) 

【株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング】2006 年 6 月 14 日付 

代表取締役  佐藤 康広 (新任)  

代表取締役   伊藤 泰造 (退任) 

取締役     北川 直樹 (退任) 

 取締役    鈴木   明 (退任) 

 監査役 川西  保 (新任) 

 監査役  佐藤  雅人 (退任) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【株式会社ソニー・ミュージックダイレクト】2006 年 6 月 15 日付 

取締役    榎本 和友  (新任) 

 取締役    十二村 幹男  (退任) 

 監査役 水野 富夫  (新任) 

 監査役  荻原 利郎  (退任) 

 

【株式会社パームビーチ】2006 年 6 月 15 日付 

 監査役 川西 保 (新任) 

 監査役  佐藤 雅人 (退任) 

 

【株式会社デフスターレコーズ】2006 年 6 月 14 日付 

 代表取締役 執行役員社長 藤原 俊輔 (昇任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックネットワーク】2006 年 6 月 14 日付 

代表取締役  渡辺 和則 (新任)  

 代表取締役   今野 敏博 (退任) 

取締役    榎本 和友 (退任) 

 監査役 水野 富夫 (新任) 

 監査役  荻原 利郎 (退任) 

 

【株式会社ミュージックレイン】2006 年 6 月 14 日付 

代表取締役  兼森 博道  (昇任) 

取締役     北川 直樹  (新任) 

取締役    榎本 和友  (新任) 

代表取締役   阿南 雅浩 (退任)  

取締役     十二村 幹男 (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  佐藤 雅人 (退任) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【株式会社ソニー･クリエイティブプロダクツ】2006 年 6 月 15 日付 

取締役     北川 直樹  (新任) 

取締役    十二村 幹男 (新任) 

取締役    榎本 和友  (新任) 

  取締役  畑 享   (退任)  

取締役  佐久間 救  (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 

【株式会社ソニー・マガジンズ】2006 年 6 月 14 日付 

取締役    榎本 和友  (新任) 

  取締役  畑 享  (退任) 

 監査役 川西  保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 

【株式会社ホールネットワーク】2006 年 6 月 16 日付 

取締役    榎本 和友  (新任) 

  取締役  畑 享  (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 

【株式会社アニプレックス】2006 年 6 月 16 日付 

代表取締役  北川 直樹  (新任) 

取締役     夏目 公一朗  (新任) 

取締役    榎本 和友  (新任) 

  代表取締役 竹内 成和  (退任) 

 取締役  畑 享  (退任)  

取締役  佐久間 救  (退任) 

監査役 水野 富夫  (新任) 

監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任)  

監査役  佐藤 雅人 (退任) 



 

 

 

 

 

 

 

【株式会社 A-1 Pictures】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     北川 直樹 (新任) 

 取締役  竹内 成和 (退任) 

【株式会社ボイスアンドハート】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     北川 直樹 (新任) 

 取締役  竹内 成和 (退任) 

【株式会社番町製作所】2006 年 6 月 16 日付 

代表取締役  北川 直樹 (新任) 

 代表取締役  竹内 成和 (退任) 

【株式会社クリップゲート】2006 年 6 月 15 日付 

取締役    十二村 幹男 (新任) 

取締役    水野 道訓  (新任) 

  取締役  畑 享   (退任)  

取締役  秦 幸雄  (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 

【株式会社ドリームランチ】2006 年 6 月 16 日付 

取締役     北川 直樹  (新任) 

取締役    十二村 幹男 (新任) 

取締役    榎本 和友  (新任) 

  取締役  畑 享  (退任)  

取締役  佐久間 救  (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  伊東 幸夫 (退任) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【株式会社ソニー・ミュージックアクシス】2006 年 6 月 15 日付 

取締役    伊藤 泰造  (新任)  

取締役    鈴木  明 (新任) 

  取締役  畑 享  (退任)  

取締役  十二村 幹男 (退任) 

取締役  兼森 博道  (退任) 

 監査役 川西 保  (新任) 

 監査役  佐藤 雅人 (退任) 

 

以 上 


