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２０１７年２月２８日 

当社の取締役・監査役・役員等の人事について 

本日開催の当社取締役会において、 次のとおり３月１日付取締役・役員の人事および４月１日付取

締役・役員等の人事が決定し、また、６月２９日付取締役・監査役等の人事が内定しました。 

６月２９日付取締役・監査役等の人事については、正式には、６月２９日開催予定の定時株主総会お

よび取締役会、監査役会において決定されます。 

 

当社は更なるコーポレートガバナンスの強化に向け、取締役会の機動性・透明性・客観性の向上と改

善を図っていきます。 

 

 

１．コーポレートガバナンスに関する変更点（６月２９日付） 

 

①取締役体制の見直し 

・当社取締役会が、その独立性を確保するとともに、従来以上に社内外の知見を取り入れ、当社のダ

イナミックな変革を議論する機関として機能することを狙いとし、構成員数を１７名から１２名に変更

し、社外取締役比率を３分の１以上※とします。（※取締役内訳：社内８名／社外４名） 

これにより取締役会の客観性・透明性をより高め、経営のより一層のスピードアップを図ります。 

・業務執行を担う役員の位置付けをより明確にするために、従来の｢役員｣の呼称を｢執行役員｣と改 

めます。社長および現行の「役員」を全員「執行役員」と位置付け、その中から株主総会において取

締役を選任します。  

この考え方により、パナソニックグループの経営執行は、執行役員を主体として行うこととします。な

お、会長・副会長・社外取締役は執行の役割を持たない取締役とします。 

・定時株主総会の取締役選任議案においては、 当社のおかれた経営環境などに鑑み、取締役会の

運営に必要な機能・役割を限定します。 

・取締役は役位を設けず、「代表取締役」もしくは「取締役」とします。 

 

②代表取締役の見直し 

・従来、専務取締役以上を代表取締役としていた考え方から、当社経営の必要性に応じ、機能や役

割等を勘案し、代表取締役を定める考え方に変更します。 

 

③ＣｘＯ表記の導入 

・ＣＥＯ、ＣＴＯなど、当社執行に必要不可欠な基本機能・役割を明確化し、グローバルに理解を得るた

め、ＣｘＯ表記を導入します。 
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２．取締役・役員への業務担当委嘱（３月１日付）                    （下線部：変更内容） 

氏    名 新  職（３月１日付） 現  職 

佐藤 基嗣 代表取締役専務 
企画担当、事業開発担当、人事担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)会長 

代表取締役専務 
企画担当、事業開発担当、人事担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当 

Laurant
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 常務役員 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)社長、 
欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング  

ヨーロッパ(有)社長 

常務役員 
欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング  

ヨーロッパ(有)社長 

３．役員等の退任（３月３１日付） 

氏    名 新 職（４月１日付） 現  職 

Joseph
ジ ョ セ フ

 Taylor
テ ー ラ ー

 パナソニック ノースアメリカ(株)顧問 常務役員 
北米総代表、 
パナソニック ノースアメリカ(株)会長 

大澤 英俊 顧問 常務役員 
中国・北東アジア総代表、 
パナソニック チャイナ(有)会長 

中川 能亨 顧問 三洋電機(株)社長 

上野山 雄 顧問 フェロー 
先端研究本部担当 

４．役員の新任（４月１日付） 

役  位 氏   名 現    職 

専務役員 樋口 泰行  

役員 藤井 英治 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 常務 
技術本部長 

役員 田岸 弘幸 アプライアンス社 常務 
パナソニック アプライアンス アジアパシフィック社 社長 

役員 梅田 博和 コーポレート戦略本部 
経理事業管理部長 

役員 大瀧 清 エコソリューションズ社 常務 
製造担当、品質・環境推進担当(兼)ものづくり革新本部長 

役員 横尾 定顕 アプライアンス社 
エアコンカンパニー 中国担当 

役員 品田 正弘 アプライアンス社 
テレビ事業部長 
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５．取締役・監査役・役員の業務担当（４月１日付）                         （下線部：変更内容） 

役  位 ・ 氏  名 新 担 当(４月１日付) 現 担 当 

代表取締役会長 
長榮 周作 

  

代表取締役副会長 
松下 正幸 

  

代表取締役社長 
津賀 一宏 

  

代表取締役副社長 
髙見 和徳 

日本地域担当 日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン担当 

代表取締役副社長 
伊藤 好生（昇任） 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 社長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 社長 

代表取締役専務 
河井 英明 

 経理・財務担当、 
全社コストバスターズプロジェクト担当 

代表取締役専務 
宮部 義幸 

技術・モノづくり・調達・ＩＴ革新総括担当 
(兼)ビジネスイノベーション本部長、 
ＦＦ市場対策担当 

技術・モノづくり・調達・ＩＴ革新総括担当、 
技術担当、知的財産担当、 
生産革新担当、品質担当、 
ＦＦ市場対策担当、環境担当、 
モータ事業管理室担当 

代表取締役専務 
 民夫 

 エコソリューションズ社 社長、 
建設業・安全管理部担当 

代表取締役専務 
佐藤 基嗣 

 
企画担当、事業開発担当、人事担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)会長 

【２０１７年３月１日付】 
企画担当、事業開発担当、人事担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)会長 

代表取締役専務 
本間 哲朗 

アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 

アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 

常務取締役 
遠山 敬史 

東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

常務取締役 
石井 純 

法務・フェアビジネス・グループガバナンス 
・リスクマネジメント担当 

(兼)リスク・ガバナンス本部長、 
総務・保信担当、施設管財担当、 
秘書室担当 

法務・フェアビジネス・グループガバナンス 
・リスクマネジメント担当 

(兼)リスク・ガバナンス本部長、 
総務・保信担当、施設管財担当、 
企業スポーツ推進担当、秘書室担当 
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 （下線部：変更内容） 

役  位 ・ 氏 名 新 担 当(４月１日付) 現 担 当 

取締役 
奥 正之 

  

取締役 
筒井 義信 

  

取締役 
大田 弘子 

  

取締役 
冨山 和彦 

  

取締役 
榎戸 康二 

特命担当 ＡＶＣネットワークス社 社長 
(兼)ソリューション事業担当 

常任監査役 
安原 裕文 

パナソニックグループ監査役会議 議長 パナソニックグループ監査役会議 議長 

常任監査役 
吉田 守 

  

監査役 
佐藤 義雄 

  

監査役 
木下 俊男 

  

監査役 
宮川 美津子 
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 （下線部：変更内容） 

役  位 ・ 氏 名 新 担 当(４月１日付) 現 担 当 

専務役員 
柴田 雅久（昇任） 
 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

オートモーティブ事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

オートモーティブ事業担当 

専務役員 
北野 亮（昇任） 

エコソリューションズ社 社長、 
建設業・安全管理部担当 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 
事業戦略担当、経営企画担当 

専務役員 
樋口 泰行（新任） 

コネクティッドソリューションズ社 社長  

常務役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)社長、 
欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング  

ヨーロッパ(有)社長 

【２０１７年３月１日付】 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)社長、 
欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング  

ヨーロッパ(有)社長 

常務役員 
中島 幸男 

ＣＳ担当、 
アプライアンス社 上席副社長 
 コンシューマーマーケティング担当 
(兼)日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長 

アプライアンス社 上席副社長 
コンシューマーマーケティング担当 
(兼)日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長 

常務役員 
伊東 大三 

インド・南アジア・中東阿総代表、 
パナソニック インド(株)会長、 
エコソリューションズ社 上席副社長 
海外マーケティング担当 

インド・南アジア・中東阿総代表、 
パナソニック インド(株)会長 

常務役員 
高木 俊幸（昇任） 

アプライアンス社 上席副社長 
エアコンカンパニー 社長 

アプライアンス社 副社長 
エアコンカンパニー 社長 

常務役員 
坂本 真治（昇任） 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

インダストリアル事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

インダストリアル事業担当 

役員 
井戸 正弘 

ソリューション営業担当 
(兼)ビジネスソリューション本部長、 
ＭＩＣＥ事業推進担当 
(兼)ＭＩＣＥ事業推進本部長、 
東京オリンピック 

・パラリンピック推進本部長 

ソリューション営業担当 
(兼)ビジネスソリューション本部長、 
東京オリンピック 

・パラリンピック推進本部長 

役員 
竹安 聡 

コーポレートコミュニケーション 
・宣伝・社会文化担当  

(兼)ブランドコミュニケーション本部長、 
企業スポーツ推進担当  

コーポレートコミュニケーション 
・宣伝・社会文化担当 

(兼)ブランドコミュニケーション本部長 

役員 
北川 潤一郎 

アプライアンス社 副社長 
海外マーケティング担当 
(兼)海外マーケティング本部長 

欧州家電担当 

役員 
楠見 雄規 

アプライアンス社 副社長 
テレビ・イメージング事業担当、 
メジャーアプライアンス事業担当 

アプライアンス社 副社長 
ホームアプライアンス事業担当 

役員 
岩井 良行 

エコソリューションズ社 副社長 
情報渉外担当、法務担当、 
知的財産担当 

エコソリューションズ社 副社長 
情報渉外担当、法務担当、 
知的財産担当 
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 （下線部：変更内容） 

役  位・ 氏 名 新 担 当(４月１日付) 現 担 当 

役員 
石井 誠 

情報システム担当、物流担当 情報システム担当、物流担当 

役員 
西田 亨 

東南アジア・大洋州総代表、 
パナソニック アジアパシフィック(株)社長 
 

東南アジア・大洋州総代表、 
パナソニック アジアパシフィック(株)社長 
(兼)パナソニック コンシューマー 
マーケティング アジアパシフィック社 社長 

役員 
村田 和弘 

エコソリューションズ社 副社長 
マーケティング本部長 

エコソリューションズ社 副社長 
マーケティング本部長 

役員 
青田 広幸 

コネクティッドソリューションズ社 副社長  
プロセスオートメーション事業部長 
(兼)パナソニック スマートファクトリー 

ソリューションズ(株)社長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

ファクトリーソリューション事業担当 
(兼)スマートファクトリー 

ソリューション事業部長 
(兼)パナソニック ファクトリー 

ソリューションズ(株)社長 

役員 
有薗 正樹 

コネクティッドソリューションズ社 副社長  
メディアエンターテインメント事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
ビジュアル＆イメージング事業担当 
(兼)ビジュアルシステム事業部長 

役員 
山田 昌司 

エコソリューションズ社 副社長 
ハウジングシステム事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 
ハウジングシステム事業部長 

役員 
小川 理子 

テクニクスブランド事業担当、 
アプライアンス社 副社長 
ホームエンターテインメント 

・コミュニケーション事業担当 
(兼)ホームエンターテインメント事業部長 
(兼)テクニクス事業推進室長 

テクニクスブランド事業担当、 
アプライアンス社 常務 
ホームエンターテインメント事業担当 
(兼)ホームエンターテインメント事業部長 
(兼)テクニクス事業推進室長 

役員 
上原 宏敏 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

インフォテインメントシステム事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

インフォテインメントシステム事業部長 

役員 
片山 栄一 

戦略事業担当、 
エコソリューションズ社 副社長 
エイジフリー担当、 
ライフソリューション担当、 
パナソニック サイクルテック(株)社長 

戦略事業担当、 
エコソリューションズ社 副社長 
エイジフリー担当、 
ライフソリューション担当 

役員 
和田 充紀 

調達担当(兼)グローバル調達社 社長 調達担当(兼)グローバル調達社 社長 

役員 
片倉 達夫 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
パナソニック システムソリューションズ 

ジャパン(株)社長 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
日本地域ソリューション事業担当、 
パナソニック システム 

ネットワークス(株)社長 
(兼)システムソリューションズ 

ジャパンカンパニー 社長 

役員 
田村 憲司 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

 エナジー事業担当 
(兼)二次電池事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

 エナジー事業担当 
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  （下線部：変更内容） 

役  位・氏 名 新 担 当(４月１日付) 現 担 当 

役員 

Thomas
ト ー マ ス

 Gebhardt
ゲ ッ パ ー ト

 

北米総代表、 
パナソニック ノースアメリカ(株)会長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
パナソニック オートモーティブ 

システムズ アメリカ社 社長 

役員 
河野 明 

アプライアンス社 副社長 
日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部長 

アプライアンス社 副社長 
日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部長 

役員 
永易 正吏 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

オートモーティブ営業本部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

オートモーティブ営業本部長 

役員 

Manish
マ ニ ッ シ ュ

 Sharma
シ ャ ル マ

 

パナソニック インド(株)社長、 
アプライアンス社 副社長 

パナソニック インド(株)社長 

役員 
藤井 英治（新任） 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

技術担当(兼)技術本部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 常務 

技術本部長 

役員 
田岸 弘幸（新任） 

アプライアンス社 副社長 
パナソニック アプライアンス  

アジアパシフィック社 社長 

アプライアンス社 常務 
パナソニック アプライアンス  

アジアパシフィック社 社長 

役員 
梅田 博和（新任） 

経理・財務担当 
(兼)コーポレート戦略本部 

経理事業管理部長、 
全社コストバスターズプロジェクト担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当 

コーポレート戦略本部 
経理事業管理部長 

役員 
大瀧 清（新任） 

アプライアンス社 副社長 
スモールアプライアンス事業担当 
(兼)キッチンアプライアンス事業部長 

エコソリューションズ社 常務 
製造担当、品質・環境推進担当、 
(兼)ものづくり革新本部長 

役員 
横尾 定顕（新任） 

中国・北東アジア総代表、 
パナソニック チャイナ(有)会長 

アプライアンス社 
エアコンカンパニー 中国担当 

役員 
品田 正弘（新任） 

エコソリューションズ社 副社長 
エナジーシステム事業部長 

アプライアンス社 
テレビ事業部長 
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６．取締役の退任（６月２９日付） 

氏    名 新 職（６月２９日付） 現 職（４月１日付） 

髙見 和徳 顧問 代表取締役副社長 
日本地域担当 

河井 英明 顧問 代表取締役専務 

宮部 義幸 専務執行役員 
チーフ・テクノロジー・オフィサー（ＣＴＯ）、 
チーフ・マニュファクチャリング 

・オフィサー（ＣＭＯ）、 
チーフ・プロキュアメント・オフィサー（ＣＰＯ）、 
チーフ・インフォメーション・オフィサー（ＣＩＯ） 
(兼)ビジネスイノベーション本部長、 
ＦＦ市場対策担当 

代表取締役専務 
技術・モノづくり・調達・ＩＴ革新総括担当 
(兼)ビジネスイノベーション本部長、 
ＦＦ市場対策担当 

𠮷岡 民夫 顧問 代表取締役専務 

本間 哲朗 専務執行役員 
アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 

代表取締役専務 
アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 

遠山 敬史 常務執行役員 
東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

常務取締役 
東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

榎戸 康二  取締役 
特命担当 

７．取締役の新任（６月２９日付） 

 氏    名 現    職（４月１日付） 

代表取締役 樋口 泰行 専務役員 
コネクティッドソリューションズ社 社長 

取締役 梅田 博和 役員 
経理・財務担当(兼)コーポレート戦略本部 経理事業管理部長、 
全社コストバスターズプロジェクト担当、ＢＰＲプロジェクト担当 
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８．取締役・監査役の一覧（６月２９日付）  

 氏    名 

取締役会長 長榮 周作 

取締役副会長 松下 正幸 

代表取締役社長 津賀 一宏 

代表取締役 伊藤 好生 

代表取締役 佐藤 基嗣 

代表取締役（新任） 樋口 泰行 

取締役 奥 正之 

取締役 筒井 義信 

取締役 大田 弘子 

取締役 冨山 和彦 

取締役 石井 純 

取締役（新任） 梅田 博和 

常任監査役 安原 裕文 

常任監査役 吉田 守 

監査役 佐藤 義雄 

監査役 木下 俊男 

監査役 宮川 美津子 

なお、常任監査役 安原 裕文は パナソニックグループ監査役会議 議長を担当する。 

 

９．執行役員の業務担当（６月２９日付）                         （下線部：変更内容） 

役 位・氏 名 新 担 当(６月２９日付) 現 担 当(４月１日付) 

社長執行役員 
津賀 一宏 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（ＣＥＯ）  

副社長執行役員 
伊藤 好生 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 社長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 社長 

専務執行役員 
宮部 義幸 

チーフ・テクノロジー・オフィサー（ＣＴＯ）、
チーフ・マニュファクチャリング 

・オフィサー（ＣＭＯ）、 
チーフ・プロキュアメント・オフィサー（ＣＰＯ）、 
チーフ・インフォメーション・オフィサー（ＣＩＯ） 
(兼)ビジネスイノベーション本部長、 
ＦＦ市場対策担当 

技術・モノづくり・調達・ＩＴ革新総括担当 
(兼)ビジネスイノベーション本部長、 
ＦＦ市場対策担当 

専務執行役員 
佐藤 基嗣 

チーフ・ストラテジー・オフィサー（ＣＳＯ）、 
チーフ・ヒューマン・リソース 

・オフィサー（ＣＨＲＯ）、 
事業開発担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)会長 

企画担当、事業開発担当、人事担当、 
事業創出プロジェクト担当、 
パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、 
パナソニック ホールディング  

オランダ(有)会長 

専務執行役員 
本間 哲朗 

アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 

アプライアンス社 社長 
(兼)コンシューマー事業担当 
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（下線部：変更内容） 

役 位・氏 名 新 担 当(６月２９日付) 現 担 当(４月１日付) 

専務執行役員 
柴田 雅久 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

オートモーティブ事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

オートモーティブ事業担当 

専務執行役員 
北野 亮 

エコソリューションズ社 社長、 
建設業・安全管理部担当 

エコソリューションズ社 社長、 
建設業・安全管理部担当 

専務執行役員 
樋口 泰行 

コネクティッドソリューションズ社 社長 コネクティッドソリューションズ社 社長 

常務執行役員 
遠山 敬史 

東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 

常務執行役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

パナソニック ホールディング  
オランダ(有)社長、 

欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング 

ヨーロッパ(有)社長 

パナソニック ホールディング  
オランダ(有)社長、 

欧州・ＣＩＳ総代表、 
パナソニック ヨーロッパ(株)会長 
(兼)パナソニック マーケティング 

ヨーロッパ(有)社長 

常務執行役員 
石井 純 

チーフ・リスクマネジメント 
・オフィサー（ＣＲＯ）、 

チーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ）、 
グループガバナンス担当 
(兼)リスク・ガバナンス本部長、 
総務・保信担当、施設管財担当、 
秘書室担当 

法務・フェアビジネス・グループガバナンス 
・リスクマネジメント担当 

(兼)リスク・ガバナンス本部長、 
総務・保信担当、施設管財担当、 
秘書室担当 

常務執行役員 
中島 幸男 

ＣＳ担当、 
アプライアンス社 上席副社長 
コンシューマーマーケティング担当 
(兼)日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長 

ＣＳ担当、 
アプライアンス社 上席副社長 
コンシューマーマーケティング担当 
(兼)日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長 

常務執行役員 
伊東 大三 

インド・南アジア・中東阿総代表、 
パナソニック インド(株)会長、 
エコソリューションズ社 上席副社長 
海外マーケティング担当 

インド・南アジア・中東阿総代表、 
パナソニック インド(株)会長、 
エコソリューションズ社 上席副社長 
海外マーケティング担当 

常務執行役員 
高木 俊幸 

アプライアンス社 上席副社長 
エアコンカンパニー 社長 

アプライアンス社 上席副社長 
エアコンカンパニー 社長 

常務執行役員 
坂本 真治 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

インダストリアル事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 上席副社長 

インダストリアル事業担当 

執行役員 
井戸 正弘 

ソリューション営業担当 
(兼)ビジネスソリューション本部長、 
ＭＩＣＥ事業推進担当 
(兼)ＭＩＣＥ事業推進本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 

ソリューション営業担当 
(兼)ビジネスソリューション本部長、 
ＭＩＣＥ事業推進担当 
(兼)ＭＩＣＥ事業推進本部長、 
東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 

執行役員 
竹安 聡 

チーフ・ブランド・コミュニケーション 
・オフィサー（ＣＢＣＯ） 

(兼)ブランドコミュニケーション本部長、 
企業スポーツ推進担当 

コーポレートコミュニケーション 
・宣伝・社会文化担当 

(兼)ブランドコミュニケーション本部長、 
企業スポーツ推進担当 
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 （下線部：変更内容） 

役 位・氏 名 新 担 当(６月２９日付) 現 担 当(４月１日付) 

執行役員 
北川 潤一郎 

アプライアンス社 副社長 
海外マーケティング担当 
（兼）海外マーケティング本部長 

アプライアンス社 副社長 
海外マーケティング担当 
（兼）海外マーケティング本部長 

執行役員 
楠見 雄規 

アプライアンス社 副社長 
テレビ・イメージング事業担当、 
メジャーアプライアンス事業担当 

アプライアンス社 副社長 
テレビ・イメージング事業担当、 
メジャーアプライアンス事業担当 

執行役員 
岩井 良行 

エコソリューションズ社 副社長 
情報渉外担当、法務担当、 
知的財産担当 

エコソリューションズ社 副社長 
情報渉外担当、法務担当、 
知的財産担当 

執行役員 
石井 誠 

情報システム担当、物流担当 情報システム担当、物流担当 

執行役員 
西田 亨 

東南アジア・大洋州総代表、 
パナソニック アジアパシフィック(株)社長 

東南アジア・大洋州総代表、 
パナソニック アジアパシフィック(株)社長 

執行役員 
村田 和弘 

エコソリューションズ社 副社長 
マーケティング本部長 

エコソリューションズ社 副社長 
マーケティング本部長 

執行役員 
青田 広幸 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
プロセスオートメーション事業部長 
(兼)パナソニック スマートファクトリー 

ソリューションズ(株)社長 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
プロセスオートメーション事業部長 
(兼)パナソニック スマートファクトリー 

ソリューションズ(株)社長 

執行役員 
有薗 正樹 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
メディアエンターテインメント事業部長 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
メディアエンターテインメント事業部長 

執行役員 
山田 昌司 

エコソリューションズ社 副社長 
ハウジングシステム事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 
ハウジングシステム事業部長 

執行役員 
小川 理子 

テクニクスブランド事業担当、 
アプライアンス社 副社長 
ホームエンターテインメント 

・コミュニケーション事業担当 
(兼)ホームエンターテインメント事業部長 
(兼)テクニクス事業推進室長 

テクニクスブランド事業担当、 
アプライアンス社 副社長 
ホームエンターテインメント 

・コミュニケーション事業担当 
(兼)ホームエンターテインメント事業部長 
(兼)テクニクス事業推進室長 

執行役員 
上原 宏敏 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

インフォテインメントシステム事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

インフォテインメントシステム事業部長 

執行役員 
片山 栄一 

戦略事業担当、 
エコソリューションズ社 副社長 
エイジフリー担当、 
ライフソリューション担当、 
パナソニック サイクルテック(株)社長 

戦略事業担当、 
エコソリューションズ社 副社長 
エイジフリー担当、 
ライフソリューション担当、 
パナソニック サイクルテック(株)社長 

執行役員 
和田 充紀 

調達担当(兼)グローバル調達社 社長 調達担当(兼)グローバル調達社 社長 

執行役員 
片倉 達夫 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
 パナソニック システムソリューションズ 

ジャパン(株)社長 

コネクティッドソリューションズ社 副社長 
パナソニック システムソリューションズ 

ジャパン(株)社長 

執行役員 
田村 憲司 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

エナジー事業担当 
(兼)二次電池事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

エナジー事業担当 
(兼)二次電池事業部長 
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 （下線部：変更内容） 

役  位・氏 名 新 担 当(６月２９日付) 現 担 当(４月１日付) 

執行役員 

Thomas
ト ー マ ス

 Gebhardt
ゲ ッ パ ー ト

 

北米総代表、 
パナソニック ノースアメリカ(株)会長 

北米総代表、 
パナソニック ノースアメリカ(株)会長 

執行役員 
河野 明 

アプライアンス社 副社長 
日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部長 

アプライアンス社 副社長 
日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部長 

執行役員 
永易 正吏 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

オートモーティブ営業本部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

オートモーティブ営業本部長 

執行役員 

Manish
マ ニ ッ シ ュ

 Sharma
シ ャ ル マ

 

パナソニック インド(株)社長、 
アプライアンス社 副社長 

パナソニック インド(株)社長、 
アプライアンス社 副社長 

執行役員 
藤井 英治 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

技術担当(兼)技術本部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 副社長 

技術担当(兼)技術本部長 

執行役員 
田岸 弘幸 

アプライアンス社 副社長 
パナソニック アプライアンス  

アジアパシフィック社 社長 

アプライアンス社 副社長 
パナソニック アプライアンス 

 アジアパシフィック社 社長 

執行役員 
梅田 博和 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（ＣＦＯ） 
(兼)コーポレート戦略本部 

経理事業管理部長、 
全社コストバスターズプロジェクト担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当 

経理・財務担当 
(兼)コーポレート戦略本部 

 経理事業管理部長、 
全社コストバスターズプロジェクト担当、 
ＢＰＲプロジェクト担当 

執行役員 
大瀧 清 

アプライアンス社 副社長 
スモールアプライアンス事業担当 
(兼)キッチンアプライアンス事業部長 

アプライアンス社 副社長 
スモールアプライアンス事業担当 
(兼)キッチンアプライアンス事業部長 

執行役員 
横尾 定顕 

中国・北東アジア総代表、 
パナソニック チャイナ(有)会長 

中国・北東アジア総代表、 
パナソニック チャイナ(有)会長 

執行役員 
品田 正弘 

エコソリューションズ社 副社長 
エナジーシステム事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 
エナジーシステム事業部長 
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１０．人事異動（４月１日付）                                     （下線部：変更内容） 

氏    名 新  職（４月１日付） 現  職 

筒井 俊治 アプライアンス社 
テレビ事業部長 

パナソニック アプライアンス  
アジアパシフィック社 副社長 

岡 秀幸 エコソリューションズ社 常務 
技術担当、デザイン担当、製造担当、 
品質・環境推進担当 
(兼)技術本部長 
(兼)ものづくり革新本部長 

ＡＶＣネットワークス社 常務 
技術担当、デザインセンター担当 
(兼)技術本部長 

 

原田 秀昭 コネクティッドソリューションズ社 
事業戦略担当、経営企画担当 

コーポレート戦略本部 
経営企画部長 

Scott
ス コ ッ ト

 Kirchner
カ ー チ ナ ー

 パナソニック ノースアメリカ(株) 
パナソニック オートモーティブ 

システムズ アメリカ社 社長 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
パナソニック オートモーティブ 

システムズ アメリカ社 上席副社長 
技術担当 

井垣 誠一郎 経理・財務部長 
(兼)三洋電機(株)社長 

経理・財務部長 

村瀬 恭通 コーポレート戦略本部 
経営企画部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

二次電池事業部長 
(兼)小型二次電池ビジネスユニット長 

  以  上 

 


