
 

 

 

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 

北川直樹）は 2008 年 3 月 31 日付のグループ会社の役員人事について下記の通り 

お知らせいたします。 

 

記 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックレコーズ 

（退任）取締役         佐藤康広 

(退任) 監査役         兼森博道 

（新任）取締役         鈴木  明     ※村松俊亮は代表取締役留任 

（新任）監査役         奈良林 稔 

（新任）執行役員常務   高木伸二 

 

◆株式会社エスエムイーレコーズ 

（退任）代表取締役     八木昭二 

（退任）取締役         佐藤康広 

（退任）監査役       兼森博道 

（退任）執行役員専務  八木昭二 

（新任）代表取締役    村松俊亮 

(新任) 取締役         鈴木  明 

（新任）監査役         奈良林 稔 

（新任）執行役員社長   村松俊亮 

（新任）執行役員       桂田大助 

 

 

2008-SME-001-1 

グループ会社の役員人事のお知らせ 

2008. 4.1 発行



 

 

◆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 

（退任）取締役          佐藤康広 

（新任）代表取締役     村松俊亮     ※大谷英彦は代表取締役留任 

（新任）執行役員社長   村松俊亮 

     

◆株式会社 EPIC レコードジャパン 

（退任）取締役       佐藤康広 

（新任）代表取締役    一志順夫     ※小林和之は代表取締役留任 

（新任）執行役員専務   一志順夫 

（新任）執行役員       青木   聡 

（新任）執行役員        玉田勝吾 

 

◆株式会社デフスターレコーズ 

（退任）取締役         佐藤康広 

（退任）監査役         兼森博道 

（新任）代表取締役     小林和之    ※藤原俊輔は代表取締役留任 

（新任）監査役         奈良林 稔 

 

◆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 

（退任）取締役会長     野中規雄 

（退任）取締役        佐久間 救 

（退任）取締役       佐藤康広 

（新任）代表取締役    中山道彦   ※土屋佐知子は代表取締役留任 

（新任）執行役員社長   中山道彦 

 

◆株式会社キューンレコード 

（退任）取締役        佐藤康広 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        鈴木   明   ※中山道彦は代表取締役留任 

（新任）監査役        奈良林 稔 
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◆株式会社アニプレックス 

（退任）取締役        佐藤康広 

 

◆株式会社ミュージック・オン・ティーヴィ 

（退任）取締役        秦   幸雄 

（退任）取締役        佐久間 救 

 

◆株式会社ホールネットワーク 

（退任）取締役        秦   幸雄 

（退任）取締役        佐久間 救 

（新任）取締役        御領  博 

（新任）取締役       鈴木  明 

 

◆株式会社ソニー・マガジンズ 

（退任）取締役        秦  幸雄 

（退任）取締役        佐久間 救 

（新任）取締役        御領  博 

 

◆株式会社レーベルゲート 

（退任）取締役        秦  幸雄 

（新任）取締役        鈴木  明 

 

◆株式会社エンタテインメントプラス 

（退任）取締役        秦  幸雄 

（新任）取締役        御領  博 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        佐藤康広 

（新任）監査役        奈良林 稔                       
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◆株式会社 Hit&Run 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ＳＭＡエンタテインメント 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ＳＭＡプレイヤーズ 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ニューカム 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ミュージック・タブロイド 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ヴィレッジミュージック 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        佐藤康広 

（新任）監査役        奈良林 稔 

（新任）執行役員社長   大竹  健 
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◆株式会社ミュージックレイン  

（退任）代表取締役     伊藤泰造 

（退任）監査役        兼森博道 

（退任）執行役員社長   伊藤泰造 

（新任）代表取締役     佐藤康広 

（新任）監査役        奈良林 稔 

（新任）執行役員社長   佐藤康広 

 

◆株式会社ウエストサイド 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        佐藤康広 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション 

（退任）取締役        十二村幹男 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（新任）取締役        鈴木  明 

（新任）取締役        渡辺和則 

（新任）取締役        野中規雄 

 

◆株式会社ソニー・ミュジックダイレクト 

（退任）取締役        佐藤康広 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（新任）取締役        古澤  清 

（新任）取締役        鈴木  明 

（新任）取締役        渡辺和則 
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■株式会社ソニー・ミュージックネットワーク 

（退任）取締役        秦   幸雄 

（退任）取締役        佐藤康広 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        鈴木   明 

（新任）取締役        古澤   清 

（新任）監査役        奈良林 稔 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ 

（退任）取締役会長     十二村幹男 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（新任）取締役        古澤  清 

 

◆株式会社ジャレード 

（退任）取締役会長     十二村幹男 

（退任）取締役        伊藤泰造 

（新任）取締役        水野道訓 

（新任）取締役        松村晶司 

 

◆株式会社クリップゲート 

（退任）取締役        秦  幸雄 

（退任）取締役        佐久間 救 

（新任）取締役        水野道訓 

（新任）取締役        渡辺和則 

 

◆株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 

（退任）取締役         十二村幹男 

（退任）取締役        佐藤康広 

（退任）取締役        種村達也 

（退任）取締役        蛇草真人 

（退任）監査役        松永義隆 

（新任）取締役        水野道訓                       
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◆株式会社ドリームランチ 

（退任）取締役        佐藤康広 

（退任）取締役        十二村幹男 

（新任）取締役        水野道訓 

 

◆株式会社ソニー・ミュージックアクシス 

（退任）監査役        兼森博道 

（新任）取締役        佐久間 救 

（新任）監査役        奈良林 稔 

                                            

                                                  以上 
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◆本件に関するお問い合わせ先 

  株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント  広報チーム   電話 03-3515-5653   



 

 


