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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、以下 SMEJ ）は、SMEJ ならびにその子会社の 2007 年 4 月 1 日付役員人事につき

まして、下記の通りお知らせいたします。 (全 9 ページ) 

                         記 

【株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント】 

◆  取締役 

代表取締役  北川 直樹    ※前、取締役 

取締役     榎本 和友   ※前、代表取締役 ｺｰﾎﾟﾚｲﾄ･ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ CEO 

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    十二村 幹男  (新任) 

  ※前、ｺｰﾎﾟﾚｲﾄ･ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ&ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟCOO 

  取締役    秦 幸雄 (新任) 

   ※前、ｺｰﾎﾟﾚｲﾄ･ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾈｯﾄ&ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟCOO 

 

  取締役  高橋 俊一  (退任) 

 ※代表者の異動に関しましては、2007年3月9日付にて発表させていただいております。 

◆ 監査役  

 常勤監査役 高橋 俊一  (新任) ※前、取締役 

 常勤監査役    兼森 博道  (新任) 

  ※前、ｺｰﾎﾟﾚｲﾄ･ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ&ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟCOO 

 監査役     長坂 武見 

 監査役     伊藤  裕 

 

 常勤監査役  水野 富夫  (退任) 

 常勤監査役  川西  保 (退任) 
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◆ 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     北川 直樹 

  コーポレイト・エグゼクティブ 

  レーベル&コンテンツビジネスグループ COO  佐藤 康広 (新任) 

  (マーケティング、CP、SD 担当) 

    ※ 前、株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ 代表取締役 執行役員社長 

     前、株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング 代表取締役 執行役員社長 

 コーポレイト・エグゼクティブ 

    ディストリビューション&ソリューションビジネスグループ COO   

  マネジメント&パブリッシングビジネスグループ COO 伊藤 泰造 

  (契約、I&P 担当) 

 コーポレイト・エグゼクティブ 

  ネット&メディアビジネスグループ COO   佐久間 救 (新任) 

  (国際 担当) 

   ※ 前、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 代表取締役 執行役員社

長 

  コーポレイト・エグゼクティブ CAO     小俣 雅充  (新任) 

  (人事、総務、システム、法務、コンプライアンス、CIC 担当) 

  ※ 前、株式会社ソニー・ミュージックアクシス 代表取締役 執行役員社長 

 コーポレイト・エグゼクティブ CSO     鈴木   明 

  (経営戦略、経理、財務 広報 担当) 

 

※ 榎本和友、十二村幹男、秦 幸雄、兼森博道の 4 名は、コーポレイト・エグゼクティブを 

退任いたします。 
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【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】 

取締役会長     野中 規雄  (新任)  

※現、株式会社ソニー･ミュージックダイレクト 代表取締役 執行役員社長 

代表取締役 執行役員専務 土屋佐知子 (新任) ※前、SMEJ 国際グループ本部長 

 取締役    佐久間 救  ※前、同社 代表取締役 執行役員社長 

 取締役    佐藤 康広  (新任) 

 監査役    高橋 俊一 (新任) 

 監査役   水野 富夫 (退任) 

  
【株式会社ソニー・ミュージックレコーズ】 

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友  (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社エスエムイーレコーズ】  

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社エピックレコードジャパン】  

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  川西   保 (退任) 

 

【株式会社キューンレコード】  

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 
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【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】 

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  川西   保 (退任) 

 

【株式会社デフスターレコーズ】  

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ソニー･ミュージックダイレクト】  

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社アニプレックス】 

取締役  佐藤 康広 (新任) 

取締役  北川 直樹  ※前、同社 代表取締役 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  兼森 博道 (新任) 

 監査役 水野 富夫 (退任) 

 監査役  川西   保 (退任) 

 

【株式会社 A-1 Pictures】 

取締役     徳平  剛 (新任) 

 取締役  北川 直樹 (退任) 
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【株式会社番町製作所】  

取締役     徳平  剛 (新任) 

 取締役  北川 直樹 (退任) 

 

【株式会社ボイスアンドハート】 

取締役     徳平  剛 (新任) 

 取締役  北川 直樹 (退任) 

 

【株式会社ドリームランチ】 

取締役  佐藤 康広 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  川西   保 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ】  

代表取締役 執行役員社長 城戸 隆  (新任) ※前、同社 執行役員 

  代表取締役 執行役員社長  佐藤 康広  (退任) 

取締役  伊藤 泰造 (新任) 

  取締役  北川 直樹 (新任) 

 取締役  兼森 博道 (退任) 

 取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社 Hit & Run】 

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社 SMA エンタテインメント】 

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 
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【株式会社 SMA プレイヤーズ】  

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ニューカム】  

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ミュージック･タブロイド】 

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ヴィレッジ ミュージック】 

 取締役  佐藤 康広 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング】 

代表取締役 執行役員専務  大竹 健  (新任) ※前、同社 取締役執行役員専務 

  代表取締役 執行役員社長  佐藤 康広  (退任) 

取締役  伊藤 泰造 (新任) 

  取締役 川西  保 (新任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  川西  保 (退任) 
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【株式会社パームビーチ】 

取締役  伊藤 泰造 (新任) 

  取締役  北川 直樹 (新任) 

 取締役  兼森 博道 (退任) 

 取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  川西  保 (退任) 

 

【株式会社ミュージックレイン】 

 代表取締役 執行役員社長  伊藤 泰造  (新任) 

 代表取締役 執行役員社長  兼森 博道 (退任) 

 取締役 鈴木 明 (新任) 

 取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  川西  保 (退任) 

 

【株式会社ウエストサイド】 

 取締役 伊藤 泰造 (新任) 

 取締役  北川 直樹 (新任) 

 取締役  兼森 博道 (退任) 

 取締役  十二村幹男 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (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】  

 取締役 伊藤 泰造 (新任) 

 取締役  高橋 俊一 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 
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【株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ】 

 取締役会長 十二村幹男   ※前、同社 取締役 

 取締役会長  高橋 俊一 (退任) 

 取締役  伊藤 泰造 (新任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社ジャレード】 

 取締役会長 十二村幹男   ※前、同社 取締役 

 取締役会長  高橋 俊一 (退任) 

 代表取締役 執行役員社長  望月 達泰  (新任)  ※前、同社 執行役員 

 代表取締役 執行役員社長  沢田 和実 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 

 

【株式会社クリップゲート】 

代表取締役 執行役員専務  山田 芳和  (新任)  

  代表取締役 執行役員社長  高橋 俊一  (退任) 

 取締役 秦  幸雄 (新任) 

 取締役  今野 敏博 (新任) 

 取締役 十二村幹男 (退任) 

 取締役  水野 道訓 (退任) 

 監査役 高橋 俊一 (新任) 

 監査役  川西  保 (退任) 

 
【株式会社ソニー・ミュージックネットワーク】 

 取締役 佐久間 救 (新任) 

 取締役  佐藤 康広 (新任) 

 取締役  北川 直樹 (退任) 

 監査役 兼森 博道 (新任) 

 監査役  水野 富夫 (退任) 
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【株式会社ソニー・マガジンズ】 

取締役    佐久間 救 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一  (新任) 

 監査役  川西 保 (退任) 

 

【株式会社ホールネットワーク】 

取締役    佐久間 救 (新任) 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 監査役 高橋 俊一  (新任) 

 監査役  川西 保 (退任) 

 

【株式会社ソニー・ミュージックアクシス】 

 取締役会長 水野 富夫  (新任) 

 代表取締役 執行役員社長 松村 晶司  (新任)  ※前、同社 執行役員 

 取締役    北川 直樹 (新任) 

取締役    小俣 雅充  ※前、同社 代表取締役 執行役員社長 

  取締役  榎本 和友 (退任) 

 取締役  伊藤 泰造 (退任) 

 監査役 高橋 俊一  (新任) 

 監査役 兼森 博道  (新任) 

 監査役  川西 保 (退任) 

 

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 


