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2015.06.24 

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：水野道訓）は、

グループ会社の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 

 

2015年 6月 15日付  

 

【（株）ジャレード】 

 

  （新 任） 北野 雅紳 代表取締役 執行役員専務 

  （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

  （新 任） 宮村 雅男 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 高橋 由和 代表取締役 執行役員専務 

  （退 任） 水野 道訓 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （昇 任） 榛葉 聡彦 執行役員常務 

 

2015年 6月 16日付 

 

【（株）Zepp ホールネットワーク】 

 

  （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 
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【（株）Zepp ライブ】 

 

  （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

【（株）エムオン・エンタテインメント】 

 

  （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （新 任） 岡村 尚正 執行役員 

 

【（株）ソニー・ミュージックパブリッシング】 

 

  （新 任） 佐藤 康広 取締役 

 

  （退 任） 大竹 健 取締役 

 

  （新 任） 鬼頭 寿 執行役員 

 

2015年 6月 17日付 

 

【（株）ソニー・ミュージックレーベルズ】 

 

  （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  （新 任） 渡辺 和則 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 



 
 
 

 
 3                                                                                 SME15-07 

【（株）ソニー・ミュージックマーケティング】 

 

  （新 任） 村松 俊亮 取締役 

  （新 任） 今野 敏博 取締役 

  （新 任） 竹中 幸平 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 古澤 清 代表取締役 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

【（株）ウルトラシープ】 

 

  （新 任） 竹中 幸平 取締役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

 

【（株）ソニーDADCジャパン】 

 

  （新 任） 古川 愛一郎 取締役 

  （新 任） 佐藤 康広 取締役 

  （新 任） 松村 晶司 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

2015年 6月 18日付 

 

【（株）ソニー・ミュージックコミュニケーションズ】 

 

  （新 任） 松村 晶司 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 古澤 清 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （新 任） 大森 政人 執行役員 
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  （退 任） 田辺 喜彦 執行役員 

 

【（株）ソニー・ミュージックアクシス】 

 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （新 任） 高橋 由和 執行役員専務 

  （新 任） 田辺 喜彦 執行役員 

 

  （退 任） 佐藤 朗 執行役員 

 

【（株）ソニー・ミュージックダイレクト】 

 

  （新 任） 村松 俊亮 取締役 

  （新 任） 清水 彰彦 監査役 

 

  （退 任） 古澤 清 代表取締役 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （新 任） 加納 糾 執行役員 

 

【（株）ミュージックレイン】 

 

  （新 任） 佐藤 康広 取締役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

 

2015年 6月 19日付 

 

【（株）ソニー・ミュージックアーティスツ】 

 

  （新 任） 妹尾 智 取締役 

 

  （退 任） 原田 公一 取締役 
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【（株）ソニー・クリエイティブプロダクツ】 

 

  （新 任） 今野 敏博 取締役 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 水野 道訓 取締役 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

  （新 任） 増田 隆一 執行役員 

 

【（株）アニプレックス】 

 

  （職位変更） 夏目 公一朗 取締役会長 

  （新 任） 今野 敏博 取締役 

  （新 任） 佐藤 康広 取締役 

  （新 任） 渡辺 和則 取締役 

 

  （退 任） 鈴木 明 取締役 

  （退 任） 古澤 清 取締役 

 

  （昇 任） 岩上 敦宏 執行役員常務 

 

【（株）レーベルゲート】 

 

  （新 任） 佐藤 朗 監査役 

 

  （退 任） 水野 道訓 取締役 

  （退 任） 有元 豊彦 監査役 

 

【（株）番町製作所】 

 

  （新 任） 今野 敏博 取締役 

  （新 任） 植田 益朗 取締役 

 

  （退 任） 夏目 公一朗 取締役 
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2015年 6月 22日付 

 

【（株）A-1 Pictures】 

 

  （新 任） 今野 敏博 取締役 

 

  （退 任） 夏目 公一朗 取締役 

 

 

 

以上 


