


▼３月２８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 長谷部　剛 専務取締役

デジタル事業／情報技術統括 （はせべ・つよし） 東京本社編集局長、記者塾長

専務取締役 野村　裕知 専務取締役

グローバル事業統括、人材教育事業担当 （のむら・ひろとも）
グローバル事業統括、人材教育事業担当、
日経ヨーロッパ社会長

専務取締役（昇任） 平田　喜裕 常務取締役

メディアビジネス統括 （ひらた・よしひろ）
クロスメディア営業／文化事業／特別企画／
イベント事業統括

常務取締役（新任） 阪本　浩伸 常務執行役員

総務／労務／管財担当、製作統括 （さかもと・ひろのぶ） 大阪本社代表

常務取締役（新任） 森田　勝久 常務執行役員

経理担当 （もりた・かつひさ） 経理局長

常務取締役（新任） 品田　卓 執行役員

映像戦略担当 （しなだ・すぐる） 大阪本社編集局長

常務取締役（新任） 吉田　透 執行役員

経営企画／法務担当、インデックス事業統括 （よしだ・とおる） 経営企画室長

常務取締役（新任） 井口　哲也 執行役員

東京本社編集局長、記者塾長 （いぐち・てつや）
東京本社編集局総務兼チーフ・エディター
兼論説委員

取締役 吉田　直人 常務取締役

（日経ＢＰ代表取締役社長＝3月27日付） （よしだ・なおと） 経営企画／法務担当、インデックス事業統括

《取締役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 峯尾　一弘 専務取締役

顧問 （みねお・かずひろ） 経理担当

退任 高見　信三 常務取締役

（ＱＵＩＣＫ専務取締役＝3月26日付） （たかみ・しんぞう） 情報技術担当、製作統括

退任 平岡　啓 常務取締役

（ＴＶＱ九州放送役員待遇総務・労務、
コンプライアンス担当補佐＝4月1日付）

（ひらおか・けい） 総務／労務／管財担当、電波統括

退任 新実　傑 取締役

（テレビ東京ホールディングス参与兼ＣＩＯ
＝3月28日付）

（テレビ東京執行役員兼ＣＩＯ＝3月28日付）
（にいのみ・すぐる） （日経ＢＰ代表取締役社長）

《監査役の新任》

<新職> <氏名> <現職>

社外監査役（新任） 荒川　詔四

（ブリヂストン相談役） （あらかわ・しょうし） （ブリヂストン相談役）

《監査役の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 澤部　肇 社外監査役

（ＴＤＫ相談役） （さわべ・はじめ） （ＴＤＫ相談役）

日本経済新聞社　役員・局長級人事



《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） 斎藤　仁志 常務執行役員

放送技術特命担当 （さいとう・ひとし） 電波担当

専務執行役員（昇任） 春原　剛 常務執行役員

グローバル事業担当 （すのはら・つよし） グローバル事業担当

常務執行役員 山崎　宏 常務執行役員

メディアビジネス コンテンツ担当 （やまざき・ひろし） 名古屋支社代表

常務執行役員（昇任） 星野　茂樹 執行役員

インデックス事業担当 （ほしの・しげき） インデックス事業担当

常務執行役員（昇任） 伊藤　圭子 執行役員

文化事業担当補佐 （いとう・けいこ） 文化事業担当補佐

常務執行役員（昇任） 丸山　正人 執行役員

製作担当 （まるやま・まさと） 製作担当

常務執行役員（昇任） 新藤　政史 執行役員

日経グループアジア本社社長 （しんどう・まさし） 日経グループアジア本社社長

常務執行役員（昇任） 柿木　英人 執行役員

メディアビジネス統括補佐 （かきのき・ひでと） 特別企画担当

常務執行役員（昇任） 野間　潔 執行役員

デジタル事業担当補佐、
デジタル事業 情報サービスユニット長

（のま・きよし）
デジタル事業担当補佐、
デジタル事業 情報サービスユニット長

常務執行役員（昇任） 藤井　達郎 執行役員

大阪本社代表、総務／労務／管財担当補佐 （ふじい・たつろう） 総務局長

常務執行役員（昇任） 松本　元裕 執行役員

日経ヨーロッパ社会長、グローバル事業局長 （まつもと・もとひろ） グローバル事業局長

常務執行役員（昇任） 大島　貴士 執行役員

製作担当補佐
（日経東京製作センター常務取締役を兼任）

（おおしま・たかし） 法人ソリューション本部長

常務執行役員（昇任） 塩﨑　祐子 執行役員

メディアビジネス クロスメディア／
 イベント・企画担当

（しおざき・ゆうこ） クロスメディア営業統括補佐、特別企画室長

常務執行役員（昇任） 新井　裕 執行役員

名古屋支社代表 （あらい・ひろし） 人材教育事業担当補佐

常務執行役員（新任） 稲宮　豊明

販売担当 （いなみや・とよあき） （日経メディアプロモーション代表取締役社長）

執行役員 齊藤　准 執行役員

内部監査室長 （さいとう・ひとし） 法務室長

執行役員 末武　雅久 執行役員

情報技術担当 （すえたけ・まさひさ） 情報技術本部長

執行役員 三宅　耕二 執行役員

デジタル事業統括補佐 （みやけ・こうじ） デジタル事業 メディアビジネスユニット長

執行役員（新任） 新海　英孝

東京本社販売局長 （しんかい・ひでたか） 東京本社販売局長

執行役員（新任） 井上　聖

法人ソリューション本部長 （いのうえ・ひじり） 大阪本社販売局長

執行役員（新任） 迫　宏治

メディアビジネス イベント・企画担当補佐 （さこ・こうじ） 文化事業局長



《執行役員の退任》

<新職> <氏名> <現職>

退任 塚本　隆也 常務執行役員

（日経メディアプロモーション代表取締役社長
＝3月27日付）

（つかもと・たかや） 販売担当

退任 栢　俊彦 常務執行役員

（日経メディアマーケティング取締役副社長
＝3月27日付）

（かや・としひこ） 日経アメリカ社社長

退任 鈴木　克之 常務執行役員

（テレビ大阪役員待遇営業・事業担当補佐
＝4月1日付）

（すずき・かつゆき）
クロスメディア営業担当、
グループイベント推進本部長

退任 寺島　洋晶 執行役員

（テレビ大阪役員待遇報道スポーツ・
技術担当補佐＝4月1日付）

（てらしま・ひろあきら） 内部監査室長

▼４月１日付

《局長・本部長・ユニット長級》　

<新職> <氏名> <現職>

山崎　浩志

東京本社編集局総務 （やまざき・ひろし） デジタル事業 デジタル編成ユニット長

内山　清行

東京本社編集局総務 （うちやま・きよゆき） 東京本社編集局次長兼チーフ・エディター

津川　悟

東京本社編集局総務 （つがわ・さとる）
東京本社編集局次長兼編集研修センター長
兼記者塾副塾長

渡邊　園子

大阪本社編集局長兼ＮＡＲパブリッシャー補佐 （わたなべ・そのこ）
東京本社編集局次長兼ＮＡＲ編集長
兼グローバル事業局

花見　宏昭

デジタル事業担当補佐 （はなみ・ひろあき） グループイベント推進本部副本部長

飯田　展久

デジタル事業 デジタル編成ユニット長 （いいだ・のぶひさ）
アジア編集総局長兼編集部長
兼日経グループアジア本社

大塚　栄一

デジタル事業 メディアビジネスユニット長 （おおつか・えいいち）
デジタル事業 メディアビジネスユニット
副ユニット長

今井　俊之

経営企画室長 （いまい・としゆき） 広報室長

並木　康紀

法務室長 （なみき・やすのり） 東京本社編集局法務報道部長

八木谷　勝美

広報室長 （やぎたに・まさみ） 東京本社編集局次長兼社会部長

高畠　知子

人材教育事業担当補佐 （たかはた・ともこ） 人材教育事業局長

千葉　研

人材教育事業担当補佐 （ちば・けん） グローバル事業局次長兼日本経済研究センター

渡辺　雄一郎

人材教育事業局長 （わたなべ・ゆういちろう）
人材教育事業局次長兼経営企画室
兼デジタル事業 メディアビジネスユニット

宮崎　義夫

情報技術本部長 （みやざき・よしお） 情報技術本部総務

北村　真一郎

メディアビジネス統括補佐 （きたむら・しんいちろう） クロスメディア営業局長

小手森　信一

メディアビジネス クロスメディア担当補佐 （おてもり・しんいち） クロスメディア大阪営業局長



金沢　浩明

メディアビジネス イベント・企画担当補佐 （かなざわ・ひろあき） デジタル事業担当補佐

牧江　邦幸

メディアビジネス クロスメディアユニット長 （まきえ・くにゆき）
グローバル事業局次長
兼クロスメディア営業局次長
兼日経・ＦＴ共同営業グループ長

加藤　仁

メディアビジネス イベント・企画ユニット長 （かとう・ひとし）
クロスメディア営業局次長
兼グループイベント推進本部

小島　正彦

文化事業局長 （こじま・まさひこ）
文化事業局次長
兼オリンピック・パラリンピック推進室

鈴木　康元

映像戦略担当補佐 （すずき・やすもと） 電波本部副本部長

金丸　泰輔

総務／労務／管財担当補佐 （かなまる・たいすけ） 京都支社長

野崎　勇次郎

総務局長 （のざき・ゆうじろう） （テレビ東京ホールディングス経営企画局次長）

木村　研三

経理局長 （きむら・けんぞう） 経理局総務

大信田　雅二

映像戦略本部長 （おおしだ・まさじ） 電波本部副本部長兼日経イノベーション・ラボ

植田　雅郁

大阪本社販売局長 （うえだ・まさふみ） 東京本社販売局総務兼法務室

井上　務

メディアビジネス 大阪営業本部長 （いのうえ・つとむ） クロスメディア営業局次長


