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News Release 
 
 

 
 

2016年7月1日 

7月1日付 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、7月1日付で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．役員委嘱変更 

氏名 新職務（7月1日付） 旧職務（6月24日付） 

田村 誠一 代表取締役 
兼 執行役員 副社長 
兼 最高戦略責任者（CSO※1

） 
兼 メディアサービス分野 最高執行責任者（COO
※2

） 
兼 企業戦略統括部長 

代表取締役 
兼 執行役員 副社長 
兼 最高戦略責任者（CSO） 
兼 メディアサービス分野 最高執行責任者

（COO） 
兼 企業戦略部長 

谷田 泰幸 取締役 
兼 執行役員 常務 最高技術責任者（CTO※3

） 
兼 技術・生産戦略統括部長 

取締役 
兼 執行役員 常務 最高技術責任者（CTO） 
 

今井 正樹 執行役員 専務 最高総務責任者（CAO※4
） 

兼 企業管理統括部長 
執行役員 専務 最高総務責任者（CAO） 

上山 博民 執行役員 常務 中国総代表 
兼 JVC (China) Investment Co., Ltd. 董事長 
兼 JVCKENWOOD Hong Kong Ltd. 取締役会長 
兼 Shinwa International Holdings Limited 董事

長 

執行役員 常務 中国総代表 

宮本 昌俊 執行役員 常務 財務経理統括部長 執行役員 常務 財務経理部長 

飯塚 和彦 執行役員 常務 オートモーティブ分野 OEM事業

部長 
兼 同事業部 i-ADAS事業統括部長 
兼 同事業部 事業企画室長 

執行役員 常務 オートモーティブ分野 OEM事業

部長 
兼 同事業部 事業企画室長 

恩田 茂 執行役員 常務 SCM統括部長 
兼 同部 調達部長 

執行役員 常務 サプライチェーン・マネジメント

部長 
兼 同部 本社調達部長 

Fabien Gregoire 執行役員待遇 企業戦略統括部 ブランド戦略担

当役員 グローバルブランド戦略部長 
兼 株式会社JVCケンウッド・デザイン 取締役副

社長 

執行役員待遇 グローバルブランド戦略部長 
兼 株式会社JVCケンウッド・デザイン 取締役副

社長 

木内 秀行 執行役員待遇 企業管理統括部長補佐（法務担当） 
兼 法務部長 

執行役員待遇 法務・知財部長 
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宮本 信 執行役員待遇 企業管理統括部 企業基盤強化推

進部長 
執行役員待遇 企業基盤強化推進部長 

佐藤 文子 執行役員待遇 企業管理統括部副部長（総務・人

事担当） 
執行役員待遇 コーポレート・マネジメント部担

当役員付 
兼 株式会社JVCケンウッド・パートナーズ 代表

取締役社長 

下線が変更となった職務です。 

※1：Chief Strategy Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Chief Technology Officer 、※4：Chief Administration Officer 

 

2．主な人事異動 
氏名 新職務 旧職務 

川内 徹 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長（理

事） 
兼 米州地域 AM（オートモーティブ）統括 

JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長（理

事） 

近江 亮介 米州地域 MS（メディアサービス）統括 メディアサービス分野 メディア事業部長付

JVCKENWOOD USA Corporation 出向 

塚本 正大 JVCKENWOOD Latin America, S.A. 取締役社長 JVCKENWOOD do Brasil Comércio de 
Eletrônicos Ltda 取締役 

山本 正人 オートモーティブ分野 OEM事業部 純正事業統

括部長 
兼 同事業部 i-ADAS事業統括部副部長 

オートモーティブ分野 OEM事業部 純正事業統

括部長 
兼 i-ADAS事業化タスクフォース 共同リーダー 

白須 良 オートモーティブ分野 OEM事業部 純正事業統括

部 CPM※5 
同 事業部 i-ADAS事業統括部 CPM 

オートモーティブ分野 OEM事業部 純正事業統括

部 CPM 
 

菊島 隆夫 メディアサービス分野 メディア事業部 国内販売

統括部長 
日本地域 HE国内販売統括部長 

佐々木 俊夫 株式会社JVCケンウッド・パートナーズ 代表取締

役社長 
コーポレート・マネジメント部 総務部長 

下線が変更となった職務です。 
※5：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 企業コミュニケーション統括部 広報・IR・SR 部 
            TEL : 045-444-5232  〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地 


