
2017 年 2 月 14 日 

 
 
報道各社御中 

 

日本経済新聞社 役員・局長級人事のお知らせ 

            

日本経済新聞社 
秘書室長 中山直紀 

 
 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話に

なっております。 
 

 弊社は 2017 年 3 月、4 月に実施する役員・局長級人事を内定しましたので、

ここにお知らせします。別紙発表資料をご参照下さい。 

 
今回の発表に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。 

 
日本経済新聞社 広報室 
03－3270－0251（代表） 

 

敬具 
 

 

 

 

 



▼３月２９日付（定時株主総会とその後の取締役会で正式決定）

《取締役の新任・担務変更》

<新職> <氏名> <現職>

専務取締役 野村　裕知 専務取締役

グローバル事業／ＦＴ事業／人材教育事業担当、
日経ヨーロッパ社会長

（のむら・ひろとも） デジタル事業統括、ＦＴ事業担当、日経ヨーロッパ社会長

専務取締役（新任） 峯尾　一弘 専務執行役員

経理担当 （みねお・かずひろ） 経理担当

常務取締役 桑田　一郎 常務取締役

クロスメディア営業／文化事業統括、特別企画担当 （くわた・いちろう） クロスメディア営業／文化事業／特別企画担当

常務取締役 平田　喜裕 常務取締役

デジタル事業統括、日経イノベーション・ラボ所長 （ひらた・よしひろ） デジタル事業担当

常務取締役（新任） 高見　信三 常務執行役員

情報技術担当、製作統括 （たかみ・しんぞう） 情報技術担当

常務取締役（新任） 飯塚　英之

販売統括、法人ソリューション担当 （いいづか・ひでゆき） （日経メディアプロモーション代表取締役社長）

取締役 近藤　勝義 専務取締役

（ＱＵＩＣＫ代表取締役社長＝3月27日付） （こんどう・かつよし） グローバル事業／人材教育事業担当、情報技術統括

《取締役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 村上　一則 取締役副社長

顧問 （むらかみ・かずのり） グループ経理統括

退任 木舟　一郎 取締役副社長

顧問 （きふね・いちろう） 販売／製作統括、法人ソリューション担当

退任 吉岡　昇 取締役

（ＱＵＩＣＫ代表取締役会長＝3月27日付） （よしおか・のぼる） （ＱＵＩＣＫ代表取締役社長）

日本経済新聞社　役員・局長級人事
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《執行役員の昇任・新任・担務変更》

<新職> <氏名> <現職>

専務執行役員（昇任） 竹岡　倫示 常務執行役員

グローバル事業担当補佐 （たけおか・りんじ） グローバル事業担当補佐

常務執行役員 平岡　啓 常務執行役員

西部支社代表、地域担当 （ひらおか・けい） 西部支社代表

常務執行役員 塚本　隆也 常務執行役員

販売担当 （つかもと・たかや） 東京本社販売局長

常務執行役員 鈴木　克之 常務執行役員

クロスメディア営業担当 （すずき・かつゆき） クロスメディア営業局長

常務執行役員 阪本　浩伸 常務執行役員

大阪本社代表 （さかもと・ひろのぶ） 大阪本社編集局長

常務執行役員（昇任） 渡辺　洋之 執行役員

デジタル事業担当、日経イノベーション・ラボ事務局長 （わたなべ・ひろゆき） デジタル事業担当補佐、電子版統括

常務執行役員（昇任） 宮本　寿昭 執行役員

製作担当 （みやもと・としあき） 製作担当

常務執行役員（新任） 春原　剛

グローバル事業担当補佐 （すのはら・つよし） 東京本社編集局長付編集委員

常務執行役員（新任） 山崎　宏

名古屋支社代表 （やまざき・ひろし） 東京本社編集局総務兼論説委員

執行役員 磯野　直之 執行役員

デジタル事業統括補佐 （いその・なおゆき） コンテンツ事業室長

執行役員 小松　潔 執行役員

文化事業担当 （こまつ・きよし） 文化事業局長

執行役員（新任） 佐藤　吉哉

デジタル事業ＢｔｏＢユニット長 （さとう・よしや） デジタルメディア局長

執行役員（新任） 丸山　正人

東京本社製作局長 （まるやま・まさと） 東京本社製作局長

執行役員（新任） 新藤　政史

グローバル事業局長 （しんどう・まさし） グローバル事業局長

執行役員（新任） 柿木　英人

特別企画室長 （かきのき・ひでと） 特別企画室長

執行役員（新任）　 野間　潔

グループ経営室長 （のま・きよし） グループ経営室長

執行役員（新任） 品田　卓

大阪本社編集局長 （しなだ・すぐる） デジタルビジネス局長

執行役員（新任） 中野　義一

経営企画室長 （なかの・よしかず） 経営企画室長

執行役員（新任） 藤井　達郎

総務局長 （ふじい・たつろう） 総務局長

執行役員（新任） 松本　元裕

ＦＴ事業室長 （まつもと・もとひろ） ＦＴ事業室長

執行役員（新任） 境田　敦

大阪本社総務本部長 （さかいだ・あつし）
大阪本社代表室次長兼業務改革推進本部副本部長
兼大阪本社総務部長兼保健センター所長兼健康相談室長

執行役員（新任） 大島　貴士

法人ソリューション本部長 （おおしま・たかし） （日経メディアプロモーション取締役）

執行役員（新任） 吉田　透

東京本社編集局総務 （よしだ・とおる） 東京本社編集局総務

執行役員（新任） 井口　哲也

東京本社編集局総務 （いぐち・てつや）
東京本社編集局グローバル編集本部アジア編集総局長
兼編集部長
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《執行役員の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 川合　英雄 専務執行役員

顧問 （かわい・ひでお） 大阪本社代表、地域担当

退任 鈴木　諭 専務執行役員

顧問
（日経メディアプロモーション取締役会長＝3月28日付）

（すずき・さとる） 販売担当

退任 山脇　晴子 常務執行役員

（日経ＢＰ監査役＝3月28日付） （やまわき・せいこ） 大阪本社副代表兼大阪本社代表室長

退任 宮本　明彦 常務執行役員

顧問 （みやもと・あきひこ） 名古屋支社代表

退任 保母　拡一朗 執行役員

（日本経済社専務取締役＝3月28日付） （ほぼ・こういちろう） クロスメディア大阪営業局長

▼４月１日付

《局長・本部長級》　

<新職> <氏名> <現職>

三宅　耕二

　　　　　　　デジタル事業広告・ＩＤユニット長 （みやけ・こうじ） 顧客サービス本部長

迫　宏治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化事業局長 （さこ・こうじ） 文化事業局総務

新海　英孝

東京本社販売局長 （しんかい・ひでたか） 東京本社販売局総務

井上　聖

　　　　　　　　　　　　　　大阪本社販売局長 （いのうえ・ひじり） 東京本社販売局次長

小手森　信一

クロスメディア大阪営業局長 （おてもり・しんいち） クロスメディア営業局次長

梅谷　哲夫

　　　　　　　　　デジタル事業ＢｔｏＣユニット長 （うめたに・てつお） 東京本社編集局次長

北村　真一郎

クロスメディア営業局長 （きたむら・しんいちろう） クロスメディア営業局総務

滝川　盛幹

日経ヨーロッパ社社長 （たきがわ・しげき）
東京本社編集局次長兼グローバル編集本部国際アジア部長
兼アジアビジネス報道センター長

中畑　孝雄

（ウィルソン・ラーニングワールドワイド専務取締役
＝4月1日付）

（なかはた・たかお）
人材教育事業担当補佐
（ウィルソン・ラーニングワールドワイド取締役）
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