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News Release 
 
 

 
 

2016年4月1日 

4月1日付 組織変更、役員委嘱変更および主な人事異動のお知らせ 

 
株式会社JVCケンウッドは、以下の通り、4月1日付で組織変更、役員委嘱変更および主な人事異動を行いま

したのでお知らせいたします。 
 
1． 組織変更 

当社は、昨年5月に中長期経営計画「2020年ビジョン」を策定し、「顧客価値創造企業（バリュークリエイ

ター）への進化」を掲げており、従来型の製造販売業から、お客様の課題解決のためのソリューションを提供

する事業モデルへの転換を推進しています。 
その中で、これまでの事業セグメント制を廃止し、「オートモーティブ分野」「パブリックサービス分野」

「メディアサービス分野」の3つの顧客業界分野別組織へ再編することで、新しい「会社のかたち」の構築を

はかってきました。 
このたびの組織変更においては、各分野で直面している様々な課題を解決することを目的に、顧客業界分野

別組織による事業活動の深化をめざします。 
 

■オートモーティブ分野 
 顧客への対応を強化するため、「純正事業統括部」と「用品事業統括部」を「OEM事業部」として統

合します。 
 「市販事業統括部」を「市販事業部」へ改称します。 
 オートモーティブ分野の製品全般の開発を行う「インフォテインメント開発部」を発展的に解消し、

「OEM事業部」および「市販事業部」のそれぞれに開発部門を集結するとともに、品質保証部も両事

業部に組み込みます。 
 
■パブリックサービス分野 
 国内外の無線システム関連部門と、無線システムを扱う関係会社の「EFJohnson Technologies, Inc.」

と「Zetron, Inc.」を統合運営する「無線システム事業部」を再編成するとともに、「統合システム事

業統括部」と「P25戦略開発センター」を米国に設置し統合運営をより一層加速させます。 
 「業務用システム事業統括部（プリンタ事業を除く）」は、本日付で商号変更した「株式会社JVCケン

ウッド・公共産業システム」へ事業承継するとともに、プリンタ事業は「プリンタ事業統括部」とし

て独立します。 
 
■メディアサービス分野 
 これまでの製品ジャンル別の縦割り組織から、ビジネスモデル別の統括組織に再編し「メディア事業

部」とすることで、ソリューション対応力の強化を進めます。 
 
■コーポレート 
 コーポレートガバナンスの強化とモニタリングの強化をはかるため、「内部統制室」と「経営監査室」

を取締役会の傘下とします。 
 企業の持続的な成長だけでなく、社会や環境との共生も含めた先進的な取り組みをより高いレベルで

推進すべく、リスクマネジメントや環境経営推進、企業風土改革などの機能を有する「企業基盤強化

推進部」を新設します。 
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2．役員委嘱変更 
氏名 新職務 旧職務 

辻 孝夫 代表取締役社長 
兼 執行役員 最高執行責任者(COO※1

） 
代表取締役社長 
兼 執行役員 最高執行責任者(COO） 
兼 パブリックサービス分野（業務用システム・ヘ

ルスケア事業）担当 

相神 一裕 取締役 
兼 執行役員 パブリックサービス分野責任者 
兼 米州CEO※2 
 

取締役 
兼 執行役員 米州CEO 
兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 
兼 パブリックサービス分野（無線システム事業）

担当 

田村 誠一 取締役 
兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO※3

） 
兼 メディアサービス分野責任者 
兼 企業戦略部長 

取締役 
兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO） 
兼 企業戦略部長 

谷田 泰幸 取締役 
兼 執行役員 オートモーティブ分野責任者 
兼 最高革新責任者（CIO※4

） 

取締役 
兼 執行役員 最高革新責任者（CIO） 
兼 オートモーティブ分野事業責任者 

斉藤 正明 執行役員 副社長 株式会社JVCケンウッド・ビク

ターエンタテインメント 代表取締役社長 
執行役員 副社長 COO補佐（メディアサービス分

野担当） 
兼 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテ

インメント 代表取締役社長 

井上 秀幸 執行役員待遇 COO補佐（ヘルスケア事業） 執行役員待遇 ヘルスケア事業統括部長 

飯塚 和彦 執行役員待遇 OEM事業部長 
兼 OEM事業部 事業企画室長 

執行役員待遇 オートモーティブ分野担当責任者

付 

下線が変更となった職務です。 

※1：Chief Operating Officer、※2：Chief Executive Officer、※3：Chief Strategy Officer、※4：Chief Innovation Officer 

 

3．主な人事異動 
氏名 新職務 旧職務 

山本 隆 経営監査室長 経営監査室 シニアスペシャリスト 

川内 徹 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長（理

事） 
米州地域 中南米事業統括（理事） 
兼 JVCKENWOOD do Brasil Comércio de 
Eletrônicos Ltda. 取締役社長 

新名 伸弥 欧州地域 無線統括 無線システム事業統括部長 

宮本 信 企業基盤強化推進部長 今井執行役員付 

近田 佳嗣 株式会社JVCケンウッド・エンジニアリング 代表

取締役社長 
無線システム事業統括部 CPM※ 

白須 良 OEM事業部 純正事業統括部 CPM 純正事業統括部 統括部長代行 
兼 同統括部 CPM 

山本 正人 OEM事業部 純正事業統括部長 純正事業統括部長 
兼 同統括部 キーアカウント1部長 

兼子 昭彦 OEM事業部 純正事業統括部 デバイス部長 純正事業統括部 統括部長付（OC統括） 
兼 同統括部 OCデバイス部長 

野村 昌雄 OEM事業部 用品事業統括部長（理事） 用品事業統括部長（理事） 

園田 剛男 OEM事業部 用品事業統括部 CPM 用品事業統括部 CPM 

内藤 定 OEM事業部 技術統括部長 i-ADAS事業化タスクフォース 
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野上田 護 OEM事業部 品質保証部長 オートモーティブ品質保証部長 

新井 卓也 市販事業部長 市販事業統括部長 
兼 同統括部 海外営業統括 

加藤 直宏 市販事業部 CPM 
兼 同事業部 技術統括部長 

市販事業統括部 CPM 

加藤 靖 市販事業部 商品企画統括部長 市販事業統括部 第一商品企画部長 

関谷 直樹 市販事業部 国内営業統括部長 市販事業統括部 国内営業部長 

太田 淳 市販事業部 海外営業統括部長 市販事業統括部 欧州担当部長 

長嶋 功二 市販事業部 品質保証部長 市販事業統括部 PM（CPM付） 

宮澤 政幸 市販事業部 事業推進統括部長 市販事業統括部 事業推進部長 

井上 昌彦 無線システム事業部長 
兼 同事業部 事業推進統括部長 

無線システム事業統括部 副統括部長 

原田 久和 無線システム事業部 CPM 
兼 同事業部 プロダクト開発統括部長 

無線システム事業統括部 プロダクトマネジメント

部長 

岡田 真治 無線システム事業部 統合システム事業統括部長 無線システム事業統括部 海外マーケティング推進

部 システムサポートグループ長 

佐藤 勝也 無線システム事業部 P25戦略開発センター長 EF Johnson Technologies, Inc 取締役（非常勤） 
兼 無線システム事業統括部（設計改革統括） 

上原 輝久 無線システム事業部 国内無線システム事業統括部

長 
無線システム事業統括部 統括部長付（無線システ

ム営業統括） 

近藤 直哉 無線システム事業部 品質保証部長 無線システム事業統括部 品質保証部長 

村岡 治 ヘルスケア事業統括部長（理事） 米州地域（理事） 

大谷 清治 プリンタ事業統括部長 業務用システム事業統括部 特販営業部長 

上田 康夫 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 代表

取締役社長 
業務用システム事業統括部長（理事） 

関川 弘 メディア事業部長 メディア事業統括部長 

林 和喜 メディア事業部 CPM 
兼 同事業部 映像デバイス事業統括部長 

メディア事業統括部 CPM 
兼 同統括部 映像デバイス開発部長 

安田 俊樹 メディア事業部 ソリューション事業統括部長 メディア事業統括部 プロカメラ統括部 副統括部

長 

秋山 啓司 メディア事業部 プロダクツ事業統括部長 メディア事業統括部 プロカメラ統括部長 

大浦 徹也 メディア事業部 技術統括部長 メディア事業統括部 映像統括部長 

松本 俊也 メディア事業部 品質保証部長 メディア事業統括部 プロカメラ統括部 品質保証

部長 

大橋 真人 メディア事業部 事業推進統括部長 メディア事業統括部 メディア事業推進部長 

下線が変更となった職務です。 
※Chief Product / Project Manager 
 
本件に関するお問い合わせ先 

 
本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

 

 

【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド コーポレート・コミュニケーション部 広報・IR 部 
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