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２０１６年２月２５日 

各  位 

 

   会 社 名   パナソニック株式会社 

                                         代表者名   取締役社長  津賀 一宏 

     （コード番号 6752 東証･名証第一部） 

   問合せ先    ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ・IR 渉外室 

      室長  高桑 幸恵 

      （TEL．06-6908-1121） 

代表取締役の異動ならびに取締役・役員および監査役の人事等について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、以下のとおり決議しましたの

で、お知らせいたします。 

 

なお、添付資料「取締役・役員および監査役の人事等について」もご参照ください。 

 

記 

 

１． 異動の理由 

役員人事に伴う代表権の異動 

 

２． 異動の内容 

（１） 新任代表取締役（4 月 1 日付） 

氏名 新職 現職 

榎戸 康二 代表取締役専務 常務取締役 

佐藤 基嗣 代表取締役専務 常務取締役 

本間 哲朗 代表取締役専務 常務取締役 

 

（２） 退任代表取締役（6 月 24 日付） 

氏名 新職 現職 

山田 喜彦 常勤顧問 代表取締役副社長 

 

３． 新任代表取締役の略歴 

添付資料ご参照 

 

（添付資料）取締役・役員および監査役の人事等について 

以上 

 



平成２８年２月２５日 

 

     えのき ど          やす    じ 

   榎    戸         康    二   略 歴 （５５歳） 

 

（パナソニック㈱ 常務取締役 AVC ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 社長 

(兼)ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業担当(兼)ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業担当） 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ３５年 ６月 ３０日 

 

＜出 身 地＞ 東 京 都 

         

＜最 終 学 歴＞ 昭和 ５８年  ３月 慶應義塾大学 経済学部 卒業 

 

＜職   歴＞ 昭和  ５８年   ４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)へ入社 

平成 １１年   ３月  同 社 ＡＶＣ社 パーソナルコンピュータ事業部 

海外営業部 マーケティング課長 

        平成 １３年   ３月 アメリカ松下電器株式会社  

パナソニック コンピュータソリューションズ社 出向 

        平成 １６年   ７月 同 社 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 副社長 

        平成 １７年   ４月 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｱﾋﾞｵﾆｸｽ株式会社 上席副社長 

        平成 １８年   ９月 松下電器産業株式会社 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ AVC ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 

                   ｼｽﾃﾑ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱﾋﾞｵﾆｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

                平成 ２１年   ４月 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社 AVCﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 

                                      ｼｽﾃﾑ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱﾋﾞｵﾆｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

                                     （兼）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｱﾋﾞｵﾆｸｽ株式会社 社長 

        平成 ２４年   ６月 同 社 ＡＶＣﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 常務 

                                      ビジネスソリューション事業グループ長 

        平成 ２５年  ４月 同 社 役員に就任 

                   AVC ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 上席副社長 

                   ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部・ﾒﾃﾞｨｱ事業部・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ事業部・ 

                   ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ㈱担当 

        平成 ２５年  ６月 同 社 AVCﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 上席副社長  

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業担当、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ㈱担当、 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ㈱担当 

        平成 ２７年  ４月 同 社 常務役員に就任 

                   AVCﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 社長(兼)ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ&ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業担当 

                   (兼)ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業担当 

        平成 ２７年  ６月 同 社 常務取締役に就任 

 

＜所有株式数＞ ５，１２９株 

 

以  上 



平成２８年２月２５日 

 

      さ  とう      もと   つぐ 

   佐  藤         基  嗣   略 歴 （５９歳） 

 

（パナソニック㈱ 常務取締役 企画担当、ＢＰＲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当、事業創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当、 

                          ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ｽﾋﾟﾝｱｯﾌﾟ・ﾌｧﾝﾄﾞ担当) 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ３１年 １０月 １７日 

 

＜出 身 地＞ 岡 山 県 

         

＜最 終 学 歴＞ 昭和  ５４年   ３月 大阪大学 経済学部 経営学科 卒業 

 

＜職   歴＞ 昭和   ５４年   ４月 松下電工株式会社へ入社 

        昭和  ６２年  ８月 アローマット株式会社出向 

        平成   ９年   ４月 松下電工株式会社 

照明事業スタッフ 経理部 施設照明管理課長 

        平成  １４年  ８月 フォスロ・シュワーベ松下電工有限会社 取締役 

        平成  １８年  ４月 松下電工株式会社 照明事業本部 経理部長 

        平成  ２０年  ４月 同 社 執行役員に就任 

                    照明戦略企画室長 

        平成  ２２年 １０月 パナソニック電工株式会社 経理部長 

        平成  ２３年  ４月 同 社 上席執行役員に就任 

                    経理担当、経理部長 

        平成  ２４年  １月 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社  

常務 経理センター長 

        平成  ２５年 １０月 同 社 役員に就任 

                    企画担当、ＢＰＲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当、事業創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

        平成  ２６年  ６月 同 社 取締役に就任 

        平成  ２７年  ４月 同 社 常務取締役に就任 

                    ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ｽﾋﾟﾝｱｯﾌﾟ・ﾌｧﾝﾄﾞ担当を兼務 

 

＜所有株式数＞ ７，６００株 

 

以 上 



平成２８年２月２５日 

 

      ほん   ま          てつ   ろう 

   本  間         哲  朗   略 歴 （５４歳） 

 

(パナソニック㈱ 常務取締役 アプライアンス社 社長(兼)コンシューマー事業担当) 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ３６年 １０月 ２８日 

 

＜出 身 地＞ 神奈川県 

         

＜最 終 学 歴＞ 昭和 ６０年  ３月 成城大学 経済学部 経営学科 卒業 

 

＜職   歴＞ 昭和 ６０年  ４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)へ入社 

        平成  ９年  ４月 同 社 光ディスク事業部 コンシューマープロダクツ部 

営業グループ 第二営業チームリーダー 

        平成 １４年  ２月 同 社 ＡＶＣ社 ＡＶＣネットワーク事業グループ 

ＳＤカードＳＢＵ グループマネージャー 

(兼)企画チームリーダー 

        平成 １８年  ７月 同 社 パナソニックＡＶＣネットワークス社  

デバイス事業グループ メディアビジネスユニット長 

(兼)ＳＤソリューショングループマネージャー 

        平成 ２３年  ４月 同 社 ＡＶＣネットワークス社  

企画グループマネージャー 

        平成 ２４年  ６月 同 社 経営企画グループマネージャー 

        平成 ２４年 １０月 同 社 コーポレート戦略本部 

経営企画グループマネージャー(兼)CAI 推進室長 

平成 ２５年 １０月 同 社 役員に就任 

           アプライアンス社 上席副社長 

           コールドチェーン事業担当(兼)冷蔵庫事業部長 

平成 ２６年  ４月 同 社 アプライアンス社 上席副社長 

コールドチェーン・ホームアプライアンス事業担当 

(兼)冷蔵庫事業部長  

平成 ２７年  ４月 同 社 常務役員に就任 

           アプライアンス社 社長(兼)コンシューマー事業担当 

        平成 ２７年  ６月 同 社 常務取締役に就任 

 

＜所有株式数＞ ８，４１５株 

 

以  上 



1

２０１６年２月２５日 

取締役・役員および監査役の人事等について 

本日開催の当社取締役会において、次のとおり４月１日付取締役・役員等の人事が決定し、ま
た、６月２４日付取締役・監査役等の人事が内定しました。正式には、来る６月２４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。 

１．役員等の退任（３月３１日付） 

氏名 新職（４月１日付） 現職 

塩川 順久 顧問 常務役員 
中南米総代表 
(兼)パナソニック ラテンアメリカ社 社長 
(兼)パナソニック マーケティング ラテン
アメリカ社 社長

杉田 卓也 顧問 ＡＶＣネットワークス社 副社長 
イメージングネットワーク事業部長

２．役員の新任（４月１日付） 

役位 氏名 現職 

役員 和田 充紀 グローバル調達社 社長 

役員 片倉 達夫 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

役員 Thomas
ト ー マ ス

Gebhardt
ゲ ッ パ ー ト

 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 パナソニック コンシューマーマーケティング(株)社長 
アプライアンス社 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 副本部長

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 常務
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) パナソニック マーケティング インド社 
社長 

３．取締役・役員の業務担当（４月１日付） （下線部：担当変更） 

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 
山田 喜彦 

海外戦略地域担当(兼)戦略地域事
業推進本部長 

海外戦略地域担当(兼)戦略地域事
業推進本部長 

（添付資料）
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（下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

代表取締役副社長 
髙見 和徳 

日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン
担当 

日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン
担当 

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 

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、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 

技術担当、知的財産担当、モノづく
り総括担当、調達担当 

代表取締役専務 
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 

代表取締役専務 
岡 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 

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 
榎戸 康二(昇任) 

ＡＶＣネットワークス社 社長 
(兼)ソリューション事業担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長 
(兼)ビジュアル＆イメージング事業
担当(兼)ソリューション事業担当 

代表取締役専務 
佐藤 基嗣(昇任) 

企画担当、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 

企画担当、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 

代表取締役専務 
本間 哲朗(昇任) 

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、企業スポ
ーツ推進担当、秘書室担当 

人事・総務・保信担当、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、施設管財担
当、企業スポーツ推進担当、秘書
室担当、リスク・ガバナンス本部長 

取締役 
奥 正之 

  

取締役 
筒井 義信 

  

取締役 
大田 弘子 

  

常任監査役 
佐野 精一郎 

  

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 

監査役 
佐藤 義雄 

  

監査役 
畑 郁夫 

  

監査役 
木下 俊男 
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（下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

常務役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

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 

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 
吉田 守 

特命担当 アプライアンス社 上席副社長 
エアコンカンパニー 社長、テレビ事
業担当 

常務役員 

Joseph
ジ ョ ゼ フ

 Taylor
テ ー ラ ー

 

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 

常務役員 
大澤 英俊 

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 

常務役員 
中島 幸男 

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 
日本地域コンシューマーマーケティ
ング部門長(兼)コンシューマーマー
ケティングジャパン本部長 

常務役員 
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 

常務役員 
北野 亮 

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 

エコソリューションズ社 上席副社長 
ＢｔｏＢソリューション担当、ライティン
グ事業部長 

常務役員 
伊東 大三(昇任) 

インド・南アジア・中東阿総代表 インド・南アジア・中東阿総代表、 
パナソニック インド(株)社長 

役員 
高木 俊幸 

アプライアンス社 副社長 
エアコンカンパニー 社長 

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 

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、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 

コーポレートコミュニケーション担
当、宣伝担当、社会文化担当、ブラ
ンドコミュニケーション本部長 

役員 

Paul
ポ ー ル

 Margis
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
アビオニクス事業担当(兼)パナソニ
ック アビオニクス(株)社長 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
アビオニクス事業担当(兼)アビオニ
クス事業部長 

役員 
北川 潤一郎 

欧州家電担当 欧州家電担当 

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 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 
楠見 雄規 

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 

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 
事業開発担当、情報渉外担当 
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（下線部：担当変更） 

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(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 

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 

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 

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 

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 

欧州ソリューション事業担当、 
ＡＶＣネットワークス社 副社長 
パナソニック マーケティング ヨーロ
ッパ(有) パナソニック システムコミ
ュニケーションズ ヨーロッパ社 社
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、エイ
ジフリー担当 

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、エイ
ジフリー担当 

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 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 

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 

事業開発担当、コーポレート戦略本
部 事業開発部長 

事業開発担当、コーポレート戦略本
部 事業開発部長 

役員 
和田 充紀(新任) 

調達担当、グローバル調達社 社長 グローバル調達社 社長 

役員 
片倉 達夫(新任) 

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 

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(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 
エナジー事業担当 

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 
エナジー事業担当 
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（下線部：担当変更） 

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

 

(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 
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 社長 

役員 
河野 明(新任) 

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 

パナソニック コンシューマーマーケ
ティング(株)社長 
アプライアンス社 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 
副本部長 

役員 
永易 正吏(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 
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 常務 
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

 

(新任) 

パナソニック インド(株)社長 パナソニック インド(株) パナソニッ
ク マーケティング インド社 社長 

  
 
４．取締役等の退任・新任（６月２４日付） 
〈 退任 〉 

氏名 新職（６月２４日付） 現職（４月１日付） 

山田 喜彦 常勤顧問 代表取締役副社長 
海外戦略地域担当(兼)戦略地域事
業推進本部長 

吉田 守 常任監査役 常務役員 
特命担当 

佐野 精一郎 顧問 常任監査役 

畑 郁夫  監査役 

 
〈 新任 〉 

役位 氏名 現職（４月１日付） 

取締役 冨山 和彦 (株)経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 

常任監査役 吉田 守 常務役員 
特命担当 

監査役 宮川 美津子 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー弁護士 
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５．取締役・役員の業務担当（６月２４日付）  

役位・氏名 新担当(６月２４日付) 現担当(４月１日付) 

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、ＣＳ担当、デザイン
担当 

日本地域担当、ＣＳ担当、デザイン
担当 

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 

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、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 

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 
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 

代表取締役専務 
岡 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 

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 
榎戸 康二 

ＡＶＣネットワークス社 社長 
(兼)ソリューション事業担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長 
(兼)ソリューション事業担当 

代表取締役専務 
佐藤 基嗣 

企画担当、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 

企画担当、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 

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、企業スポ
ーツ推進担当、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 

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(新任) 
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役位・氏名 新担当(６月２４日付) 現担当(４月１日付) 

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(新任) 

  

監査役 
佐藤 義雄 

  

監査役 
木下 俊男 

  

監査役 
宮川 美津子(新任) 

  

常務役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

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 

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 

Joseph
ジ ョ ゼ フ

 Taylor
テ ー ラ ー

 

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 

常務役員 
大澤 英俊 

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 

常務役員 
中島 幸男 

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 
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 

常務役員 
北野 亮 

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 

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 

常務役員 
伊東 大三 

インド・南アジア・中東阿総代表 インド・南アジア・中東阿総代表 

役員 
高木 俊幸 

アプライアンス社 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 

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、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 

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 

Paul
ポ ー ル

 Margis
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
アビオニクス事業担当(兼)パナソニ
ック アビオニクス(株)社長 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 
アビオニクス事業担当(兼)パナソニ
ック アビオニクス(株)社長 

役員 
北川 潤一郎 

欧州家電担当 欧州家電担当 

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 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 
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役位・氏名 新担当(６月２４日付) 現担当(４月１日付) 

役員 
楠見 雄規 

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 

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 

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(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 

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 

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 

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 

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 

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、エイ
ジフリー担当 

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、エイ
ジフリー担当 

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 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 

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 

事業開発担当、コーポレート戦略
本部 事業開発部長 

事業開発担当、コーポレート戦略
本部 事業開発部長 

役員 
和田 充紀 

調達担当、グローバル調達社 社
長 

調達担当、グローバル調達社 社
長 

役員 
片倉 達夫 

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 

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 
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役位・氏名 新担当(６月２４日付) 現担当(４月１日付) 

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 

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 

役員 

Thomas
ト ー マ ス

 Gebhardt
ゲ ッ パ ー ト

 

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 

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 パナソニック インド(株)社長 

 
 
６．エコソリューションズ社 ライティング事業部長等の任命（４月１日付） 

氏名 新職（４月１日付） 現職 

道浦 正治 エコソリューションズ社 ライティング事
業部長(兼)ライティング機器ビジネスユ
ニット長 

エコソリューションズ社 ライティング事
業部 ライティング機器ビジネスユニット
長 

山根 洋介 ＡＶＣネットワークス社 イメージングネ
ットワーク事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 イメージングネ
ットワーク事業部 イメージングプロダ
クツビジネスユニット長 

鈴木 茂雄 中南米総代表、 
パナソニック ラテンアメリカ社 社長
(兼)パナソニック マーケティング ラテ
ンアメリカ社 社長 

パナソニック ラテンアメリカ社 パナソ
ニック セールス ラテンアメリカ社 社
長 

 
以    上 
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