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代表取締役社長   担当取締役 部長 小榑　洋史（兼） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 森　ひとみ

深町　徳子

吉村　隆
本部長 小榑　洋史 部長 古宇田　隆之助 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 田中　功

室長 古宇田　隆之助(兼）

室長 小榑　洋史（兼）

室長 深町　徳子

部長 伊藤　倫生 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 𡈽田　紗耶

本部長 深町　徳子
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 伊藤　倫生(兼)

担当取締役 部長 石川　和雄(兼) ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 檀原 由樹

小林　一樹

執行役員　本部長 吉田　周作 ※部長直轄

副本部長 石川　和雄
部長 村多　正俊

部長 石渡　雅紀

※部長直轄

部長 西垣　慶

部長 川崎　義博 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 花岡 郁子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 今野　良一

部長 戸村　昌一 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 松本 元一

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吹野　早苗

部長 河合　直志

部長 能瀬　秀二

担当取締役 室長 渡辺　美保 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉田　哲洋

大熊　一成

執行役員
ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

ライブ事業担当
本部長 笹木　孝弘

浅見　真人
副本部長 山口　直孝 部長 小泉　直樹

副本部長 平　恒一
※部長直轄

部長 山口　直孝(兼) ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤　信太郎（CP→M)

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 野村　恒(兼)

部長 西中　寿英 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 柳田　光康

部長 平　恒一（兼） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 横濵　未来

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小田原　憲治 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 浅田 和朗

部長 中村　伸一(兼) ※部長直轄

本部長 菊池　貞和 部長 大島　靖 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 髙取 昌史

副本部長 中村　伸一
部長 大日向　洋 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 鎗水　善史

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 野島　鉄平

※本部長直轄 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 青柳　勝

※本部長直轄 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉田　毅

部長 鈴木　寿裕 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 長谷川 泉

本部長 鷲頭　哲郎 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 布川　均

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齊藤 竜

部長 鷲頭　哲郎（兼） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 鈴木　真志

担当取締役 部長 後藤　篤（兼） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 坪井 崇

村松　克也

執行役員　本部長 今井　一成 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 橋本 篤史

副本部長 後藤　篤
部長 福山　正伸（兼） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 服部　亜蘭

副本部長 福山　正伸

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 石井 慎一

後藤　篤(兼)直轄 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山下　　幸

部長 阪口　滋 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 折原　和弘

本部長 盛田　洋 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齋藤　純司

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 廣瀬 憲明

部長 村上　栄一 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 西口　美希恵

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 河西　進

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小谷　武史

部長 藤田　秀和 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 松本　てる子

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 稲井 昌宏

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中島　英俊

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤　幹輝

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐加　宗彦

投資委員会 経営本部 経営企画部 経営企画G

常務会

人事総務本部 人事総務１部

人事総務２部

内部監査室

秘書室

HR戦略室

法務本部 法務部 国内法務Ｇ

海外法務Ｇ

ｼｽﾃﾑ部

harevutai推進Ｇ

ｴﾘｱｱﾗｲｱﾝｽ部

収支管理部

分配管理Ｇ

経理部

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ進行部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ管理Ｇ

A&R２部 １G

進行Ｇ

プロダクト管理部 物流管理Ｇ

販売管理Ｇ

制作技術部

ﾐｭｰｼﾞｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部 ｉＳ Room

A&R1部

IRORI Records

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ３部 P's Records

２Ｇ

A&R3部

ﾗｲﾌﾞ制作部 1G

2G

3G

ｱﾆﾒｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ１部

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ２部

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞＧ

ﾗｲﾌﾞｸﾘｴｲﾄG

ｽﾜﾛｳＧ

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ1部 １Ｇ

セールスソリューション本部 ｺﾝｼｭｰﾏﾋﾞｼﾞﾈｽ部 １Ｇ

２Ｇ

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞＧ

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ２部

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部 ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部 タイアップG

プロモーションG
（ｴﾘｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 １Ｇ

２Ｇ

広報G

映像ｾｰﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞＧ

２Ｇ

３Ｇ

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｺﾝﾃﾝﾂ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ部

海外ｾｰﾙｽＧ

映像ｾｰﾙｽＧ

配給Ｇ

リテールビジネス部 音楽ｾｰﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞＧ

ｱﾆﾒｾｰﾙｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞＧ

営業１Ｇ

営業２Ｇ

取締役副社長

（クリエイティブ、メディアプロモーション統括）

井上 信悟

専務取締役

（コンテンツ開発責任者）

古川 陽子

常務取締役

（経営本部責任者、グループ会社統括）

小林 一樹

取締役

（人事総務本部責任者、法務本部本部長、

ＨＲ戦略室室長）

深町 徳子

取締役

（マーケティングクリエイティブ本部、

セールスソリューション本部責任者）

村松 克也

取締役

（ミュージック、アニメ、

ビジュアルクリエイティブ本部責任者）

大熊 一成

監査役

細字 慶一


