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2019.04.01 

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、代表取締役社長：村松俊亮）は、

グループ会社の役員人事及び執行役員人事につきまして、下記の通りお知らせいたします。 

 

記

 
2019年 4月 1日付 
 
【（株）ソニー・ミュージックレーベルズ】 

 

［役員人事］ 

 

   辻野 学 代表取締役 

 （新 任） 桂田 大助 取締役 

   竹中 幸平 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  関島 慶典 取締役 

 （職位変更） 村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

  山本 愼太郎 監査役 

 

 （退 任） 渡辺 和則 取締役 

 

 

【（株）ソニー・ミュージックアーティスツ】 

 

［役員人事］ 

 

   斉藤 剛 代表取締役 

  桂田 大助 代表取締役 
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 （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  関島 慶典 取締役 

  村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

 

［執行役員人事］ 

 

   斉藤 剛 執行役員会長 

   桂田 大助 執行役員社長 

 （昇 任） 中田 研一 執行役員専務 

    出口 豊 執行役員 

 

 

【（株）ソニー・ミュージックマーケティング】 

 

［役員人事］ 

 

 （新 任） 北山 智之 代表取締役 

 （新 任） 桂田 大助 取締役 

  竹中 幸平 取締役 

 （職位変更） 渡辺 和則 取締役 

 （新 任） 辻野 学 取締役 

  村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

 

 （退 任） 妹尾 智 取締役 

 （退 任） 今野 敏博 取締役 

 （退 任） 関島 慶典 取締役 

 （退 任） 山本 愼太郎 監査役 

 

［執行役員人事］ 

 

 （新 任） 北山 智之 執行役員社長 

 

 （退 任） 渡辺 和則 執行役員社長 
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 （退 任） 斎藤 剛 執行役員 

 （退 任） 本橋 龍一 執行役員 

 （退 任） 田中 哲也 執行役員 

 

 

【（株）ソニー・ミュージックダイレクト】 

 

［役員人事］ 

 

   華岡 徹 代表取締役 

 （新 任） 桂田 大助 取締役 

 （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  高橋 宣晴 取締役 

 （新 任） 辻野 学 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

 

 （退 任） 村松 俊亮 取締役 

 （退 任） 渡辺 和則 取締役 

 

［執行役員人事］ 

 

   華岡 徹 執行役員社長 

 （昇 任） 大坂 映 執行役員常務 

 

 

【（株）ミュージックレイン】 

 

［役員人事］ 

 （新 任） 桂田 大助 代表取締役会長 

  杉浦 了一 代表取締役 

  竹中 幸平 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

 

 （退 任） 村松 俊亮 代表取締役会長 

 （退 任） 今野 敏博 取締役 

 

 

 



 
 
 

 
 4                                                                                 SME19-01 

【（株）ソニー・ミュージックパブリッシング】 

 

［役員人事］ 

 

   佃 淳三   代表取締役 

 （昇 任） 見上チャールズ一裕 代表取締役 

 （新 任） 桂田 大助  取締役 

 （新 任） 竹中 幸平  取締役 

  斉藤 剛  取締役 

  高橋 宣晴  取締役 

  大竹 健  取締役 

  柴山 雅子  取締役 

  大塩 泰之  監査役 

 

 （退 任） 村松 俊亮  取締役 

 

［執行役員人事］ 

 

 （昇 任） 佃 淳三  執行役員会長 

 （昇 任） 見上チャールズ一裕 執行役員社長 

    鬼頭 寿  執行役員 

 

 

【（株）アニプレックス】 

 

［役員人事］ 

 

   岩上 敦宏 代表取締役 

 （職位変更） 竹中 幸平 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  関島 慶典 取締役 

  村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

  山本 愼太郎 監査役 
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【（株）ソニー・クリエイティブプロダクツ】 

 

［役員人事］ 

 

   長谷川 仁 代表取締役 

  岩上 敦宏 取締役 

  竹中 幸平 取締役 

  大竹 健 取締役 

 （新 任） 村松 俊亮 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

 

 （退 任） 古川 愛一郎 取締役会長 

 

 

【（株）ソニー・ミュージックソリューションズ】 

 

株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズは、2019 年 4月 1日付にて、株式会社ソニーDADC ジャパン及

び株式会社ジャレードの 2社を吸収合併し、また株式会社ソニー・ミュージックマーケティングのデジタル・マー

ケティンググループを除く全事業を吸収分割の方法により承継し、商号を「株式会社ソニー・ミュージックソリュ

ーションズ」（英文表記：Sony Music Solutions Inc.）に変更いたしました。 

役員及び執行役員の新体制は以下の通りとなります。 

 

［役員人事］ 

 

   古川 愛一郎 代表取締役 

  渡辺 和則 取締役 

  妹尾 智 取締役 

  竹中 幸平 取締役 

  園田 昌志 取締役 

  村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

  山本 愼太郎 監査役 

 

［執行役員人事］ 

 

   古川 愛一郎 執行役員社長 

    渡辺 和則 執行役員副社長 
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    玉田 勝吾 執行役員専務 

    本橋 龍一 執行役員 

    榊原 光広 執行役員 

    北野 雅紳 執行役員 

    石原 浩一 執行役員 

    仁平 裕次 執行役員 

    八木 昭二 執行役員 

    田中 哲也 執行役員 

    工藤 長 執行役員 

    志田 忠彦 執行役員 

 

 

【（株）エムオン・エンタテインメント】 

 

［役員人事］ 

 

   渋谷 学 代表取締役 

 （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

 （職位変更） 妹尾 智 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  滝沢 悟 取締役 

  山本 愼太郎 監査役 

 

 

【（株）ソラシア・エンタテインメント】 

 

［役員人事］ 

 

   中野 秀紀 代表取締役 

 （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

  妹尾 智 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  村松 俊亮 取締役 

  山本 愼太郎 監査役 
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【（株）レーベルゲート】 

 

［役員人事］ 

 

   中山 直秀 代表取締役 

 （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

 （職位変更） 妹尾 智 取締役 

  今野 敏博 取締役 

 （新 任） 北山 智之 取締役 

  山本 愼太郎 監査役 

 

 （退 任） 渡辺 和則 取締役 

 

［執行役員人事］ 

 （昇 任） 中山 直秀 執行役員社長 

    田中 茂樹 執行役員 

 

 

【（株）Zepp ホールネットワーク】 

 

［役員人事］ 

 

 （新 任） 上原 昌 代表取締役 

 （職位変更） 妹尾 智 取締役 

 （新 任） 村松 俊亮 取締役 

  陶山 一宏 取締役（株式会社海外需要開拓支援機構） 

  井上 恵一 取締役（株式会社海外需要開拓支援機構） 

  山本 愼太郎 監査役 

 

 （退 任） 水野 道訓 取締役 

 （退 任） 滝沢 悟 取締役 

 

［執行役員人事］ 

 

 （昇 任） 妹尾 智 執行役員会長 

 （新 任） 上原 昌 執行役員社長 

    青木 聡 執行役員 

    森 健司 執行役員 
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【（株）ソニー・ミュージックアクシス】 

 

［役員人事］ 

 

   滝沢 悟 代表取締役 

  石川 恵子 取締役 

  今野 敏博 取締役 

  関島 慶典 取締役 

 （新 任） 村松 俊亮 取締役 

  水野 道訓 取締役 

  大塩 泰之 監査役 

  山本 愼太郎 監査役 

 

以上 


