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ニュースリリース

2014 年 5 月 14 日 
テレビ東京ホールディングス 広報・IR 部 

 

 

 
2014 年度テレビ東京グループ役員新体制について 

 
テレビ東京グループの役員体制について、以下の通りお知らせいたします。各社株主総会での決議

を前提としています。 
 

株式会社テレビ東京ホールディングス 
 代表取締役社長 島田 昌幸  

 取締役副社長 髙橋 雄一  

 専務取締役 菊池 悟  

 専務取締役 髙島 政明  

 専務取締役 三宅 誠一  

 専務取締役 井澤 昌平 役位変更 

 常務取締役 田村 明彦  

 常務取締役 宮田 鈴子 役位変更 

 常務取締役 廣瀬 和彦 役位変更 

 常務取締役 村田 一郎 新任 

 取締役 永野 健二  

 非常勤取締役 喜多 恒雄  

 非常勤取締役 大橋 洋治  

 常勤監査役 石川 雅一  

 非常勤監査役 青池 紀夫  

 非常勤監査役 松尾 邦弘  

 非常勤監査役 加賀見 俊夫 新任 

 退任  専務取締役 藤延 直道  
 退任  非常勤監査役 中地 宏  
    
株式会社テレビ東京 
 取締役会長 島田 昌幸  

 代表取締役社長 髙橋 雄一  

 専務取締役 髙島 政明  

 専務取締役 三宅 誠一  

 専務取締役 井澤 昌平 役位変更 

 常務取締役 田村 明彦  

 取締役 松下 弘幸  

 取締役 太田 哲夫 新任 

 取締役 武田 康孝 新任 

 非常勤取締役 小孫 茂  

 常勤監査役 石川 雅一  

 非常勤監査役 青池 紀夫  

 顧問 菅谷 定彦  

 退任 取締役 村田 一郎  
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株式会社 BS ジャパン 
 代表取締役社長 永野 健二  

 専務取締役 古矢 雅一  

 常務取締役 飯田 謙二  

 常務取締役 井上 裕 役位変更 

 常務取締役 遠藤 孝一 役位変更 

 非常勤取締役 小孫 茂  

 常勤監査役 高橋 光宏  

 非常勤監査役 村上 一則  

 非常勤監査役 白石 伸一 新任 

 退任  非常勤取締役 安部 徹  

 退任  非常勤監査役 依田 祐  

    

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 
 代表取締役社長 齊藤 靖史  

 取締役 渡辺 豪  

 取締役 蜷川 新治郎  

 非常勤取締役 福田 一平 新任 

 非常勤取締役 斎藤 仁志  

 非常勤監査役 後藤 浩士  

 退任 非常勤取締役 太田 哲夫  

    
株式会社テレビ東京ミュージック 
 代表取締役社長 多田 暁 役位変更 
 取締役 内藤 公子 新任 
 取締役相談役 橋山 厚志 役位変更 

 非常勤取締役 大島 信彦  
 非常勤監査役 近藤 正人  
 退任 取締役 中澤 嗣夫  
    
株式会社テレビ東京メディアネット 
 代表取締役社長 岡崎 守恭  

 常務取締役 中尾 哲郎  

 常務取締役 都築 博 新任 

 取締役 磯野 史訓  

 取締役 大山 輝夫  

 非常勤取締役 中原 研一  

 非常勤監査役 後藤 浩士  

 退任 常務取締役 笹浪 眞一  
    
株式会社テレビ東京アート 
 代表取締役社長 高原 寛司  

 常務取締役 丸山 俊英  

 常務取締役 横銭 秀一 新任 

 非常勤取締役 不二 俊典  

 非常勤監査役 小西 生己夫  

 相談役 川原 愼  
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株式会社テレビ東京システム 
 代表取締役社長 金森 美樹  

 常務取締役 三上 薫  

 取締役 岩瀬 浩通  

 非常勤取締役 鈴木 敏昭  

 非常勤監査役 吉野 豊和  

    

株式会社テレビ東京制作 
 代表取締役社長 小川 治  

 常務取締役 武石 英三 役位変更 

 取締役 後藤 克哉  

 取締役 桜井 卓也  

 非常勤取締役 大島 信彦  

 非常勤監査役 小西 生己夫  

 退任  常務取締役 藤井 潤一  

    
株式会社テレビ東京ダイレクト 
 代表取締役社長 山口 眞名  

 常務取締役 神田 智夫  

 常務取締役 加藤 雅夫  

 取締役 安川 喜久男  

 非常勤取締役 佐々木 宣幸  

 非常勤監査役 近藤 正人  

    
株式会社テレビ東京ヒューマン 
 代表取締役社長 新美 隆雄  

 常務取締役 石井 智  

 取締役 石谷 守男  

 非常勤取締役 遠藤 泰  

 非常勤監査役 近藤 正人  

   
株式会社テクノマックス 
 代表取締役社長 前田 博司  

 常務取締役 和知 道章  

 取締役 石黒 冨男  

 取締役 土橋 聡 新任 

 非常勤取締役 不二 俊典  

 非常勤監査役 小西 生己夫  

 退任 常務取締役 吉沢 武治  

 退任 取締役 渋谷 勉  

    
株式会社テレビ東京ビジネスサービス 
 代表取締役社長 高橋 邦彦  

 取締役 小森 和一  

 取締役 竹村 斉  

 非常勤取締役 後藤 浩士 新任 

 非常勤監査役 小山 正敬  

    
TV TOKYO AMERICA, INC. 
 代表取締役社長 鈴木 宏昭  

 非常勤取締役 加増 良弘 新任 

 退任 非常勤取締役 武田 康孝  
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■ 異動予定日 2014 年 6 月 12 日（木）(各社株主総会開催予定日) 

ただし、テレビ東京ホールディングスおよびテレビ東京は 6 月 20 日（金）、 
BS ジャパンは 6 月 18 日（水）、テレビ東京コミュニケーションズは 6 月 19 日（木） 

 
 

<この件に関するお問い合わせ> 
株式会社テレビ東京ホールディングス 

広報局 広報･IR 部 
03-5470-7777(代) 


