
 －1－

 

 

２０１４年２月２６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    財務・IR ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

      ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ  若林 勇人 

      （TEL．06-6908-1121） 

代表取締役の異動および役員人事について 

 

本日開催の当社取締役会において、次のとおり４月１日付取締役・役員の人事等が決定し、また、 

６月２６日付取締役・監査役の人事が内定しました。正式には、６月２６日に開催予定の、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 

鍛治舍 巧 顧問 専務役員 

企業スポーツ推進担当 

原田  雅俊 顧問 常務役員 

関西代表 

山根  健司 顧問 

パナソニック ヘルスケア（株） 社長 

役員 

パナソニック ヘルスケア(株)社長 

藤原  克彦 顧問 役員 

アプライアンス社 上席副社長 

 デバイス事業担当、新規事業担当、

 品質担当 

宮井  真千子 顧問 役員 

Ｒ＆Ｄ本部 未来生活研究担当 

伊藤  正人 顧問 三洋電機(株)社長 

宇治  英次 顧問 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
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２．役員の新任（４月１日付） 

役位 氏名 現職 

役員 北野  亮 エコソリューションズ社 副社長 

ライティング事業部長 

役員 北川  潤一郎 パナソニック アジアパシフィック(株) 

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 伊東  大三 パナソニック インド(株)社長 

役員 坂本  真治 三洋電機(株) 

小型二次電池事業部長 

役員 楠見  雄規 ＡＶＣネットワークス社 

テレビ事業部長 

 

 

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（昇任） 
海外戦略地域担当 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 

鹿島  幾三郎 

 法務担当、 

全社リスク管理・情報セキュリティ・ 

企業倫理担当、国際渉外担当、 

リーガル本部長 

代表取締役専務 

宮田  賀生 

東京代表 

代表取締役専務 

髙見  和徳 
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 

代表取締役専務 

河井  英明（昇任） 
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（昇任） 
ＡＶＣネットワークス社 社長、 

デバイス集中契約担当、 

システムＬＳＩ事業部担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長、 

デバイス集中契約担当、 

システムＬＳＩ事業部担当 

代表取締役専務 

岡  民夫（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 

エコソリューションズ社 社長、 

建設業・安全管理部担当 

常務取締役 

遠山  敬史 

東京代表、渉外担当(兼)渉外本部長、

東京オリンピック推進担当 

渉外本部長、 

東京オリンピック推進担当、 

パナソニック ヘルスケア(株)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 

常務取締役 

中川  能亨 

三洋電機(株)社長 総務・保信担当、施設管財担当 

常務取締役 

吉田  守 

技術担当、知的財産担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、

Ｒ＆Ｄ本部長 

技術担当、知的財産担当、 

情報システム総括担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、

Ｒ＆Ｄ本部長 

常務取締役 

野村  剛 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、調達担当、

物流担当、モータ事業管理室担当、 

モノづくり本部長 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、調達担当、

物流担当、モータ事業管理室担当、 

モノづくり本部長 

取締役 

宇野  郁夫 

  

取締役 

奥  正之 

  

取締役 

大田  弘子 

  

常任監査役 

佐野  精一郎 

  

常任監査役 

古田  芳浩 

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 

畑  郁夫 

  

監査役 

高橋  弘幸 
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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 

専務役員 

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

(兼)インダストリアル事業担当、 

パナソニック液晶ディスプレイ(株)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 

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 

塩川  順久 

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

アジア・中東阿総代表、 

パナソニック アジアパシフィック(株)社長 

常務役員 

石井  純 

人事担当、法務担当、全社リスク管理・

情報セキュリティ・企業倫理担当、 

情報システム総括担当、 

リーガル本部長 

人事担当 

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 
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、

デザイン担当 

日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長、

デザイン担当 

常務役員 

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 
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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 

西口  史郎 
アプライアンス社 上席副社長 

企画担当 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

コンシューマー事業担当 

役員 

福井  靖知 
総務・保信担当、施設管財担当、 

企業スポーツ推進担当 

情報システム担当 

役員 

高木  俊幸 
ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

システムプロダクツ事業担当、 

パナソニック システム 

ネットワークス(株)社長、

パナソニック モバイル 

コミュニケーションズ(株)担当

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

システムプロダクツ事業担当、 

パナソニック システム 

ネットワークス(株)社長、

パナソニック モバイル 

コミュニケーションズ(株)担当

役員 

井戸  正弘 
ソリューション営業担当、 

東京オリンピック推進本部長 

エコソリューションズ社 副社長  

経営企画担当、ＣＣセンター長、 

東京オ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 

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 

三村  乃久 
アプライアンス社 上席副社長 

エアコン・冷熱空調デバイス事業担当

(兼)エアコン事業部長 

アプライアンス社 上席副社長 

エアコン・冷機デバイス事業担当 

(兼)エアコン事業部長 

役員 

榎戸  康二 
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 

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、 

パナソニック プラズマ 

ディスプレイ(株)担当、

パナソニック液晶ディスプレイ(株)担当

役員 

Paul
ポ ー ル

 Marg is
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

アビオニクス事業担当 

(兼)アビオニクス事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長  

アビオニクス事業担当 

(兼)アビオニクス事業部長 

役員 

佐藤  基嗣 
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 

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 

役員 

本間  哲朗 
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 

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 

役員 

北野  亮（新任） 
エコソリューションズ社 副社長 

ライティング事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 

ライティング事業部長 

役員 

北川  潤一郎（新任） 
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

パナソニック アジアパシフィック(株) 

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
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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 

伊東  大三（新任） 
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 

パナソニック インド(株)社長 

役員 

坂本  真治（新任） 
オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

エナジー事業担当 

(兼)三洋電機(株) 

小型二次電池事業部長 

三洋電機(株) 

小型二次電池事業部長 

役員 

楠見  雄規（新任） 
アプライアンス社 上席副社長 

ホームエンターテインメント・ 

ビューティ・リビング事業担当

（兼）ホームエンター 

テインメント事業部長

ＡＶＣネットワークス社 

テレビ事業部長 

 

４．取締役・監査役の退任・新任（６月２６日付） 

〈退任〉 

氏名 新職（６月２６日付） 現職（４月１日付） 

鹿島  幾三郎 顧問 代表取締役専務 

宮田  賀生 顧問 代表取締役専務 

中川  能亨 三洋電機(株)社長 常務取締役 

三洋電機(株)社長 

高橋  弘幸  監査役 

 

〈新任〉 

役位 氏名 現職（４月１日付） 

代表取締役専務 伊藤  好生 専務役員 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 社長 

(兼)インダストリアル事業担当、 

パナソニック液晶ディスプレイ(株)担当 

常務取締役 石井  純 常務役員 

人事担当、法務担当、 

全社リスク管理・情報セキュリティ・企業倫理担当、 

情報システム総括担当、リーガル本部長 

取締役 佐藤  基嗣 役員 

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 

 

〈新任〉 

役位 氏名 現職 

監査役 佐藤  義雄 住友生命保険相互会社 代表取締役社長 

監査役 木下  俊男 日本公認会計士協会 理事、公認会計士 
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５．取締役・役員の業務担当（６月２６日付） 

役位・氏名 新担当(６月２６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 

山田  喜彦 
海外戦略地域担当 海外戦略地域担当 

代表取締役専務 

髙見  和徳 
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 

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 
ＡＶＣネットワークス社 社長、 

デバイス集中契約担当、 

システムＬＳＩ事業部担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長、 

デバイス集中契約担当、 

システムＬＳＩ事業部担当 

代表取締役専務 

伊藤  好生（新任） 
オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 社長

(兼)インダストリアル事業担当、 

パナソニック液晶ディスプレイ(株)担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 社長

(兼)インダストリアル事業担当、 

パナソニック液晶ディスプレイ(株)担当 

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 

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、

東京オリンピック推進担当 

常務取締役 

石井  純（新任） 
人事担当、法務担当、全社リスク管理・

情報セキュリティ・企業倫理担当、 

情報システム総括担当、 

リーガル本部長 

人事担当、法務担当、全社リスク管理・

情報セキュリティ・企業倫理担当、 

情報システム総括担当、 

リーガル本部長 

常務取締役 

吉田  守 
技術担当、知的財産担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、

Ｒ＆Ｄ本部長 

技術担当、知的財産担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、

Ｒ＆Ｄ本部長 

常務取締役 

野村 剛 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、調達担当、

物流担当、モータ事業管理室担当、 

モノづくり本部長 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、調達担当、

物流担当、モータ事業管理室担当、 

モノづくり本部長 

取締役 

宇野 郁夫 

  

取締役 

奥 正之 

  

取締役 

大田 弘子 
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役位・氏名 新担当(６月２６日付) 現担当(４月１日付) 

取締役 

佐藤  基嗣（新任） 

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 

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 

常任監査役 

佐野 精一郎 

  

常任監査役 

古田 芳浩 

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（新任） 

  

監査役 

畑 郁夫 

  

監査役 

木下  俊男（新任） 

  

 

役位・氏名 新担当(６月２６日付) 現担当(４月１日付) 

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 

塩川 順久 

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

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

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 

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、

デザイン担当 

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、

デザイン担当 

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 

役員 

西口 史郎 
アプライアンス社 上席副社長 

企画担当 

アプライアンス社 上席副社長 

企画担当 

役員 

福井 靖知 
総務・保信担当、施設管財担当、 

企業スポーツ推進担当 

総務・保信担当、施設管財担当、 

企業スポーツ推進担当 
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役位・氏名 新担当(６月２６日付) 現担当(４月１日付) 

役員 

高木  俊幸 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

システムプロダクツ事業担当、 

パナソニック システム 

ネットワークス（株） 社長、

パナソニック モバイル 

コミュニケーションズ（株）担当

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

システムプロダクツ事業担当、 

パナソニック システム 

ネットワークス（株） 社長、

パナソニック モバイル 

コミュニケーションズ（株）担当

役員 

井戸  正弘 
ソリューション営業担当、 

東京オリンピック推進本部長 

ソリューション営業担当、 

東京オ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 

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 

三村 乃久 
アプライアンス社 上席副社長 

エアコン・冷熱空調デバイス事業担当

（兼）エアコン事業部長 

アプライアンス社 上席副社長 

エアコン・冷熱空調デバイス事業担当

（兼）エアコン事業部長 

役員 

榎戸 康二 
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 

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 

役員 

Ｐａｕｌ
ポ ー ル

 Ｍａｒｇｉｓ
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

 アビオニクス事業担当 

 (兼)アビオニクス事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

 アビオニクス事業担当 

 (兼)アビオニクス事業部長 

役員 

本間  哲朗 
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 

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 

役員 

北野  亮 
エコソリューションズ社 副社長 

ライティング事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 

ライティング事業部長 

役員 

北川  潤一郎 
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 

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)社長 

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 

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

エナジー事業担当 

(兼)三洋電機(株) 

小型二次電池事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

エナジー事業担当 

(兼)三洋電機(株) 

小型二次電池事業部長 
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役位・氏名 新担当(６月２６日付) 現担当(４月１日付) 

役員 

楠見  雄規 
アプライアンス社 上席副社長 

ホームエンターテインメント・ 

ビューティ・リビング事業担当

（兼）ホームエンターテインメント 

事業部長

アプライアンス社 上席副社長 

ホームエンターテインメント・ 

ビューティ・リビング事業担当

（兼）ホームエンターテインメント 

事業部長

 

 

以  上 



平成２６年２月２６日 

 

   かわ    い           ひで   あき 

河    井         英    明   略 歴 （５９歳） 

 

（パナソニック(株) 常務取締役 経理・財務担当、全社ｺｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当） 

 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ２９年 ９月  １日 

 

＜出 身 地＞ 山 口 県 

          

＜ 終 学 歴＞ 昭和  ５２年   ３月 明治大学  経営学部  経営学科  卒業 

 

＜職   歴＞ 昭和   ５２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 

                昭和   ６１年    ９月  アメリカ松下電器株式会社 出向 

                平成     ９年    ４月  松下電器産業株式会社  財務部 財務企画グループ 

財務企画担当 

                平成   １０年    ２月  同  社  財務部 財務企画グループ リーダー 

                平成   １３年    ４月  同  社  財務・ＩＲグループ 財務企画チームリーダー 

                平成   １６年    ７月  同  社  財務・ＩＲグループマネージャー 

                                       （兼）財務企画チームリーダー 

                平成   １７年    ７月  同  社  外国為替センター担当を兼務 

                平成  ２０年  ４月 同 社 役員に就任 

                                       財務・ＩＲグループマネージャー、財務センター担当 

        平成  ２３年  ４月 同 社 常務役員に就任  

経営企画グループマネージャー 

        平成  ２４年  ６月 同 社 常務取締役に就任 

                    経理・財務担当 

        平成  ２５年  ４月 同 社 全社ｺｽﾄﾊﾞｽﾀｰｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当を兼務 

 

＜所有株式数＞ ６５，８６７株 

 

以 上 



平成２６年２月２６日 

     みや    べ      よし   ゆき 

宮    部    義    幸   略 歴 （５６歳） 

 

（パナソニック㈱ 常務取締役 AVC ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社社長、ﾃﾞﾊﾞｲｽ集中契約担当、ｼｽﾃﾑ LSI 事業部担当） 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ３２年 １２月  ５日 

 

＜出 身 地＞ 大  阪  府 

          

＜最 終 学 歴＞ 昭和  ５８年   ３月 大阪大学大学院  工学研究科  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  ８月 同 社 デジタルネットワーク戦略推進室 

                       技術・アライアンス戦略グループ リーダー 

平成  １３年   ４月 同 社 ｅネット事業本部 ｅネット戦略企画室 

                       事業戦略グループマネージャー 

平成  １３年   ５月 イーピー株式会社 出向 

平成   １５年    １月  松下電器産業株式会社 Ｒ＆Ｄ企画室長 

平成  １５年  ９月 同 社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ R&D 戦略室長（兼）産学連携推進ｾﾝﾀｰ 所長 

平成  ２０年  ４月 同 社 役員に就任 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・ｿﾌﾄｳｪｱ技術担当、海外研究所担当、 

新規事業戦略室担当 

平成  ２１年  ４月 同 社 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ･ｽﾋﾟﾝｱｯﾌﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ担当、 

ｱｸﾄﾋﾞﾗ事業推進担当を兼務 

        平成  ２２年  ４月 同 社 東京 R&D ｾﾝﾀｰ担当を兼務 

        平成  ２３年  ４月 同 社 常務役員に就任 

                  技術担当（兼）ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸ・ｿﾌﾄｳｪｱ技術担当、 

                  新規事業戦略室担当、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ･ｽﾋﾟﾝｱｯﾌﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ担当、 

ｱｸﾄﾋﾞﾗ事業推進担当 

        平成  ２３年  ６月 同 社 常務取締役に就任 

        平成  ２４年 １０月 同 社 技術担当、知的財産担当、 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ･ｽﾋﾟﾝｱｯﾌﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ担当、R&D 本部長 

        平成  ２５年  ４月 同 社 AVC ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社社長、ﾃﾞﾊﾞｲｽ集中契約担当、 

ｼｽﾃﾑ LSI 事業部担当 

 

＜所有株式数＞ ４７，３００株 

 

以 上 



平成２６年２月２６日 

 

   よ し  お か     た み お 

  岡        民  夫   略 歴 （５８歳） 

 

（パナソニック(株)  取締役 エコソリューションズ社 社長、建設業・安全管理部担当） 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ３０年 ３月 ２５日 

 

＜出 身 地＞ 大 阪 府 

 

＜最 終 学 歴＞ 昭和 ５２年   ３月 大阪府立大学  経済学部  卒業  

 

＜職   歴＞ 昭和 ５２年   ４月 松下電工株式会社へ入社 

        平成 １７年  ４月 同 社 情報機器事業本部 ＨＡ・セキュリティ事業部長 

        平成 １８年  ４月 同 社 執行役員に就任 

        平成 １９年 １０月 同 社 電器事業本部 ヘルシー・ライフ事業部長 

        平成 ２０年  １月 同 社 電器事業本部 ヘルシー・ライフ事業部長 

                   電器新事業開発センター長 

        平成 ２１年  ４月 パナソニック電工株式会社 

電器事業本部 ヘルシー・ライフ事業推進部長 

電器事業戦略企画室長 

         平成 ２２年 １０月 同 社 情報機器事業本部長 

        平成 ２３年  ６月 同 社 取締役に就任 

        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 

エナジーシステム事業グループ長 

        平成 ２５年  ４月 同 社 エコソリューションズ社 専務 

エナジーシステム事業部長 

        平成 ２５年  ６月 同 社 取締役に就任 

エコソリューションズ社 社長  

        平成 ２５年 １０月 同 社 建設業・安全管理部担当を兼務 

 

＜所有株式数＞ ９，５２５株 

以 上 



平成２６年２月２６日 

 

   い    とう          よし  お 

伊    藤         好    生   略 歴 （６０歳） 

 

（パナソニック㈱ 常務役員 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ&ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞ社 上席副社長 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ事業担当) 

 

＜生 年 月 日＞ 昭和 ２８年 ３月 １８日 

 

＜出 身 地＞ 山 口 県 

         

＜最 終 学 歴＞ 昭和  ４８年   ３月 宇部工業高等専門学校 機械工学科 卒業 

 

＜職   歴＞ 昭和   ４８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   ８年  ４月 同 社 情報周辺機器事業部 守口工場長 

平成   ９年  ４月 同 社 ＡＶＣ社 パーソナルコンピュータ事業部 

神戸工場長(兼)守口工場長 

平成  １２年  ９月 同 社 ＡＶＣ社 パーソナルコンピュータ事業部 

            プロダクトセンター 所長 

平成  １３年  ３月 同 社 ＡＶＣ社 パーソナルコンピュータ事業部 

            マーケティングセンター 所長 

                平成  １５年  ４月 同 社 パナソニックＡＶＣネットワークス社 

システム事業グループ ＩＴプロダクツ事業部長 

        平成  １７年   ４月 同 社 パナソニックＡＶＣネットワークス社 

                                       システム事業グループ長 

        平成  １８年  ４月 同 社 パナソニックＡＶＣネットワークス社 副社長 

                                       システム事業グループ長 

        平成  ２１年  ４月 同 社 役員に就任 ライティング社 社長 

        平成  ２３年  ４月 同 社 ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

                    ディスプレイデバイス事業グループ長 

        平成  ２５年  １月 同 社 デバイス社 社長、エナジー社 社長 

        平成  ２５年  ４月 同 社 常務役員に就任 

                    ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ＆ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞ社 上席副社長  

インダストリアル事業担当 

 

＜所有株式数＞ ２６，４００株 

 

以 上 


	2014年度役員人事リリース
	13河井英明（2014-0226）
	14宮部義幸（2014-0226）
	15吉岡 民夫(2014-0226)
	16伊藤好生(2014-0226）

