ニュースリリース
2019 年 6 月 17 日
テレビ東京
広報局 広報部

人事異動について
当社は、人事異動について下記の通り決定しましたのでお知らせします。
2019 年 6 月 19 日付
新

現

経理局次長 兼経理部長 兼テレビ東京 経理局次長 兼テレビ東京ホールディン
ホールディングス
グス

氏名

吉野 豊和

2019 年 6 月 25 日付
新

現

氏名

経営企画局次長 兼企画部長 兼テレビ テレビ東京ホールディングス
東京ホールディングス

井上 太郎

広報局次長 兼広報部長 兼経営企画
局 IR 部兼テレビ東京ホールディングス

天田 晶子

広報局広報部長 兼経営企画局 IR 部
兼テレビ東京ホールディングス

グループ戦略室部長 兼経営企画局 兼 グループ戦略室副部長 兼経営企画局
テレビ東京ホールディングス
兼テレビ東京ホールディングス

椎原 聡美

メディア戦略室専任室長 兼経営企画局 ネットワーク局専任局長 兼ネットワーク部 岩田 有司
兼テレビ東京ホールディングス
長 兼テレビ東京ホールディングス
メディア戦略室次長 兼経営企画局 兼
テレビ東京ホールディングス

報道局次長 兼報道番組センター長 兼 名倉 幸治
統括プロデューサー（ＰＰＪ担当）

総務人事局次長 兼人事部長 兼テレビ 広報局秘書室長 兼テレビ東京ホールデ 中川 尚嗣
東京ホールディングス
ィングス
総務人事局次長 兼労務厚生部長 兼テ 総務人事局厚生部長 兼テレビ東京ホー 福田 和恵
レビ東京ホールディングス
ルディングス
総務人事局労務厚生部担当部長 兼テレ 総務人事局人事部担当部長 兼総務人 前田 勇
ビ東京ホールディングス
事局厚生部 兼テレビ東京ホールディン
グス
経理局経理部担当部長 兼経営企画局 経理局経理部副部長 兼経営企画局企 萱森 英樹
企画部 兼テレビ東京ホールディングス 画部 兼テレビ東京ホールディングス
ネットワーク局ネットワーク部長 兼テレビ ネットワーク局ネットワーク部副部長 兼テ 中村 章彦
東京ホールディングス
レビ東京ホールディングス

新

現

氏名

営業局専任局長 兼営業部長

営業局次長 兼営業推進部長

大嶋 一生

営業局専任局長 兼デジタル営業部長

営業局次長 兼営業部長

齊藤 靖史

営業局次長 兼営業管理部長

営業局関西支社長 兼営業部長

石川 順康

営業局営業部担当部長

営業局営業推進部担当部長

木村 伸吉

営業局営業部担当部長

営業局デジタル営業部長

河内山 憲

営業局スポット部長

営業局スポット部副部長

青木 亮介

営業局営業推進部長

営業局営業部副部長

佐久間 大介

営業局営業マーケティング部長

営業局営業戦略部長 兼テレビ東京ホー 中名生 次郎
ルディングス

営業局営業管理部担当部長

営業局営業戦略部副部長

増田 透

アニメ・ライツ本部コンテンツ事業局専任 ライツビジネス本部コンテンツ事業局次長 和田 佳恵
局長 兼コンテンツビジネス部長 兼プレ 兼コンテンツビジネス部長 兼プレミアム・
ミアム・プラットフォーム・ジャパン
プラットフォーム・ジャパン
アニメ・ライツ本部コンテンツ事業局次長 ライツビジネス本部コンテンツ事業局統括 原田 孝
兼ビジネス管理部長
プロデューサー 兼ビジネス管理部長
アニメ・ライツ本部コンテンツ事業局海外 スポーツ局スポーツ情報部
ビジネス部長
アニメ・ライツ本部アニメ局専任局長 兼
国際企画室

村上 洋

ライツビジネス本部アニメ局次長 兼国際 斉木 裕明
企画室

アニメ・ライツ本部アニメ局次長 兼アニメ ライツビジネス本部アニメ局アニメ管理部 叶田 睦子
管理部長
長
アニメ・ライツ本部ビジネス開発局次長

ライツビジネス本部ビジネス開発局統括
プロデューサー

藤平 晋太郎

総合編成局専任局長

ＴＶＱ九州放送

柳川 雅彦

総合編成局次長 兼編成管理部長 兼テ 編成局編成管理部長 兼テレビ東京ホー 新井 淳子
レビ東京ホールディングス
ルディングス
総合編成局次長 兼デジタル編成部長
兼テレビ東京ホールディングス

プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 兼 島田 政明
編成局

総合編成局編成部長 兼テレビ東京ホー 制作局ＣＰ制作チームプロデューサー
ルディングス

大庭竹 修

総合編成局編成管理部担当部長 兼テ 編成局編成管理部副部長 兼テレビ東京 瀧谷 豊
レビ東京ホールディングス
ホールディングス
総合編成局映画部長

編成局映画部

渡辺 一仁

新

現

氏名

総合編成局映画部担当部長 兼アニメ・ラ 編成局映画部副部長
イツ本部コンテンツ事業局コンテンツビジ
ネス部

伊藤 真里

総合編成局番組審査部長 兼放送番組 編成局番組審査部
審議会事務局長 兼 BS テレビ東京

川口 惠子

制作局次長 兼制作番組部長 兼報道
局

制作局次長 兼ＣＰ制作チーム部長 兼 深谷 守
チーフ･プロデューサー 兼報道局

制作局次長 兼 CP 制作チーム部長

制作局制作番組部長

松澤 潤

制作局制作番組部担当部長

編成局宣伝部担当部長

増田 武史

制作局ドラマ室担当部長

制作局ドラマ制作部

浅野 太

報道局次長

メディア戦略室次長 兼経営企画局 兼 松岡 謙二
テレビ東京ホールディングス

報道局次長 兼報道番組センター長 兼 報道局次長 兼ニュースセンター副セン 野口 雄史
部長（経済担当） 兼統括プロデューサー ター長 兼部長（WBS 担当 兼経済担
当）兼チーフ･プロデューサー
報道局次長 兼ニュースセンター長 兼
チーフ･プロデューサー（WBS 担当）

報道局次長 兼報道番組センター副セン 大久保 直和
ター長 兼チーフ･プロデューサー

報道局ニュースセンター部長（報道技術 報道局ニュースセンター副部長
担当）

寺西 永弥

報道局ニュースセンター副センター長
報道局ニュースセンター部長（社会担当） 川口 尚宏
兼部長（社会・編集担当） 兼チーフ・プロ 兼チーフ･プロデューサー
デューサー
報道局ニュースセンター副センター長
兼部長（取材担当 兼政治担当）

報道局ニュースセンター部長（取材担当 袴田 健
兼政治担当）

報道局ニュースセンター副センター長
兼部長（国際担当） 兼チーフ・プロデュ
ーサー

報道局報道番組センター部長 兼チー
フ･プロデューサー

平井 裕子

報道局ニュースセンター部長（マーケット 報道局ニュースセンター部長（編集担当） 西村 知子
担当）
報道局報道番組センター副センター長

報道局報道番組センター

報道局クロスメディア部長

報道局ニュースセンターマーケットニュー 唐戸 智雄
ス担当部長 兼クロスメディア部

檜山 岳彦

IT 推進局次長 兼システム部長 兼テレ IT 推進局システム部長 兼テレビ東京ホ 小澤 幸也
ビ東京ホールディングス
ールディングス
IT 推進局アーカイブセンター長 兼テレ IT 推進局アーカイブセンター担当部長
ビ東京ホールディングス
兼テレビ東京ホールディングス

岩田 牧子

以上

