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2022 年 3 月 31 日 

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 

パナソニック コネクト株式会社 新体制人事について 

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社（本社：東京都中央区、社長/CEO：樋口泰行）お

よびパナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

片倉達夫）はパナソニックグループの持株会社制への移行にともない 2022 年 4 月より「パナソニック コ

ネクト株式会社」に変わり、以下の通り、新体制人事を行いますのでお知らせします。 

１．取締役・監査役一覧（４月１日付） 

氏  名 新    職 

樋口 泰行 代表取締役 

片倉 達夫 代表取締役 

小林 柚香里 社外取締役 

志済 聡子 社外取締役 

東海林 一 社外取締役 

楠見 雄規 取締役 

梅田 博和 取締役 

原田 秀昭 取締役 

西川 岳志 取締役 

木村 裕二 常勤監査役 

安岡 広和 常勤監査役 

中島 剛一 監査役 

２．執行役員の業務担当（４月１日付） 

氏  名 新    職 

樋口 泰行 執行役員 社長 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

原田 秀昭 執行役員 上席副社長 

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、ストレージ事業担当、ｉ－ＰＲＯ(株)担当 
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片倉 達夫 執行役員 上席副社長 

グローバルソリューション担当、 

現場ソリューションカンパニー カンパニー社長、建設業･安全管理担当 

Kenneth
ケ ネ ス

 

William
ウ ィ リ ア ム

 

Sain
セ ー ン

 

執行役員 副社長 

パナソニック アビオニクス(株) 社長、アビオビジネスユニット担当 

坂元 寛明 執行役員 副社長 

モバイルソリューションズ事業部長、ゼテス・インダストリーズ(株)担当 

秋山 昭博 執行役員 専務 

プロセスオートメーション事業部長 

Faisal
ファイサル

 

Pandit
パ ン デ ィ ト

 

執行役員 専務 

北米現場ソリューション総括担当 

(兼)パナソニックコネクトノースアメリカ社 社長 

西川 岳志 執行役員 常務 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

(兼)経理・財務本部長、ＤＥＩ推進担当 

西馬 裕幸 執行役員 常務 

欧州現場ソリューション総括担当 

(兼)パナソニック コネクト ヨーロッハﾟ(有) 社長 

奥村 康彦 執行役員 常務 

メディアエンターテインメント事業部長 

榊原 彰 執行役員 常務 

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)技術研究開発本部長、知財担当 

新家 伸浩 執行役員 常務 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ) 

 (兼)人事総務本部長、最高健康責任者 

玉田 豊 執行役員 常務 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 

(兼)法務コンプライアンス本部長、リスクマネジメント担当 (4/1 付入社) 
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山口 有希子 執行役員 常務 

チーフ・マーケティング・オフィサー(ＣＭＯ) 

(兼)マーケティング本部長、デザイン担当、ＤＥＩ推進担当 

(兼)カルチャー＆マインド推進室長 

山中 雅恵 執行役員 常務 

現場ソリューションカンパニー カンパニー副社長 

Ｂｌｕｅ Ｙｏｎｄｅｒ Ｊａｐａｎ協業推進担当 

結城 修 執行役員 常務 

製造・調達・ロジスティクス担当 

(兼)モノづくりイノベーション本部長 

河野 昭彦 執行役員 

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

(兼)ＩＴ・デジタル推進本部長 

山本 清高 執行役員 

品質・環境・ＣＳ担当 

(兼)ビジネスコミュニケーション事業担当 

 

３．現場ソリューションカンパニー 業務担当（4 月 1 日付） 

氏  名 新    職 

片倉 達夫 カンパニー社長 

宮澤 俊樹 カンパニー副社長 

パートナー営業本部長 

山中 雅恵 カンパニー副社長 

現場プロセス事業統括 

髙嶋 靖彦 カンパニー副社長 

社会イノベーション事業統括 

(兼)ソリューション担当 
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山口 和洋 カンパニー専務役員 

地域担当 

(兼)西日本社 社長 

(兼)万博・ＩＲ・ＣＲＥ推進担当 

藤井 克敏 カンパニー専務役員 

エンジニアリング本部長 

松本 誉史 カンパニー専務役員 

現場最適化ソリューション事業本部長 

(兼)ＳＩ事業担当 

大橋 康史 カンパニー専務役員 

経営企画 

(兼)事業戦略担当 

古賀 司郎 カンパニー常務役員 

九州社 社長 

池澤 仁雄 カンパニー常務役員 

現場最適化ソリューション事業本部 

業界ソリューション担当 

清水 正樹 カンパニー常務役員 

法人営業本部長 

石谷 和世 カンパニー常務役員 

パブリック営業本部長 

永本 康祐 カンパニー役員 

法務・コンプライアンス・建設業・安全管理担当 

古田 雅宏 カンパニー役員 

品質・環境・ＣＳ推進担当 

屋代 幸貞 カンパニー役員 

万博・ＩＲ・ＣＲＥ推進担当 
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湊 真一 カンパニー役員 

法人営業本部 

金融・コーポレート ICT 担当 

武部 恭士 カンパニー役員 

パブリック営業本部 

警察・道路・省庁担当 

西田 豊義 カンパニー役員 

パートナー営業本部 

ソリューション営業担当 

樋口 克彦 カンパニー役員 

パブリック営業本部 

自治体担当 

水野 登志子 カンパニー役員 

サービス＆ソフトウェアプラットフォーム本部長 

井内 康司 カンパニー役員 

法人営業本部 

流通・決済担当 

萱野 実 カンパニー役員 

パートナー営業本部 

パートナー営業担当 

中道 悟 カンパニー役員 

エンジニアリング本部 

フィールドサポート総括部長 

大杉 武士 カンパニー役員 

パブリック営業本部 

エネルギー・通信・放送担当 

薬袋 憲司 カンパニー役員 

法人営業本部 

物流・ユニバーサルサービス担当 

松田 安功 カンパニー役員 

現場最適化ソリューション事業本部 

ビジネスソリューション担当 
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木部 智之 カンパニー役員 

現場最適化ソリューション事業本部 

教育・プロジェクト担当 

細貝 邦行 カンパニー役員 

中日本社 社長 

鳥居 宏司 カンパニー役員 

人事・総務担当 

常山 恵 カンパニー役員 

マーケティングセンター 所長 

石田 朋義 カンパニー役員 

財務・経理・経営革新担当 

岩田 一宏 カンパニー役員 

東日本社 社長 

新妻 孝文 カンパニー役員 

現場センシング事業本部長 

児玉 祐清 カンパニー役員 

法人営業本部 

製造・地域アカウント・ソリューション営業担当 

中南 聡 カンパニー役員 

ビジネスプロセスデザインセンター 所長 

小倉 聡 カンパニー役員 

情報企画担当 

田子 誠 カンパニー役員 

パブリック営業本部 

モビリティ（交通）担当 
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木村 裕二 カンパニー監査役員 

上田 昌平 カンパニー監査役員 

野口 太一 現場ネットワーク事業本部長 

梶井 孝洋 映像メディアソリューション事業本部長 

 

  以    上  


