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　 々 　　宮澤 誠一  日本大学芸術学部 映画学科 教授
　 々 　　森重 人     （株）ヨコシネディーアイエー 営業部長
　 々 　　松田 茂    関西テレビ放送（株）  制作技術局制作技術

センター長 兼制作技術統括部 部長 コンプライアンス責任者
　 々 　　* 松山 尚路  テレビ大阪（株） 技術局長
　 々 　　* 吉田 恭一  （株）毎日放送 技術局制作技術センター長
　 々 　　* 岩井 彰彦  東海テレビ放送（株） 報道局専門局長
　 々 　　* 後藤 吉郎  （株）ミヤギテレビサービス 取締役

コンテンツセンター長
監　　事　藤森 基成＊  三友（株） 代表取締役
　 々 　　* 矢部  勝  （株）東京現像所 代表取締役社長 

注）＊印は新任役員

続いて第 70 回通常総会懇親会において発表された。
「名誉会員」とは、本協会の目的に関し特に功労のあった個人
●名誉会員（推薦）
村瀬  治男（むらせ はるお）
1939（昭和 14）年 11 月 29 日生、77 歳。
1963 年、キヤノンカメラ株式会社（現 キヤノン株式会社）入社。
1971 年からキヤノン U.S.A.,Inc. に出向し、米国とカナダをあわ
せて 28 年間北米に駐在。北米におけるキヤノンの直販体制の構
築と販売・サービス網の拡大を成功に導く。
キヤノン U.S.A., Inc. 社長、キヤノン株式会社取締役、常務取締役
を経て、1999 年日本市場を担当するキヤノン販売株式会社（現 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社）代表取締役社長に就
任。2009 年から同社代表取締役会長。
一方、2014 年から一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）
の審議員会副議長を務め、アメリカ委員会およびカナダ委員会の
委員長として、両国の政府、経済界との対話や共同プロジェクト
の推進に尽力。当協会では、2014 年から 16 年にかけて会長に
就き、事業活動を支援するなど協会活動の活性化に努めた。現在
は当協会相談役。

「会友」とは、本協会の役員経験者及び運営に功労のあった個人
会 友（推薦）
池田　龍一（いけだ りゆういち）
㈱セントラルテレビジョン 代表取締役社長
1954 年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業。
1978 年関西テレビ放送㈱入社。制作技術局に配属後、KTV ドキュ
メント、現代推理サスペンス、KTV ドラマスペシャル、月曜ドラ
マシリーズ等数多くの撮影を担当。2003 年経営企画局経営企画
部部長、2011 年報道局ゼネラルマネジャー参与を経て、2014
年㈱セントラルテレビジョン・代表取締役社長に就任、現在に至る。
本協会では、大阪支部幹事、2010 年より理事を務められている。
松山  尚路（まつやま ひさみち）
テレビ大阪㈱  技術局長

◆一般社団法人日本映画テレビ技術協会第 70 回通常総会に
おいて 2017 （平成 29）年度役員を発表した。（2017.06.01.
現在）

一般社団法人日本映画テレビ技術協会 2017 （平成 29）年度役員
会　　長　武田 信 二（株）TBS テレビ 代表取締役社長
副 会 長　北出 継 哉（株）イマジカ・ロボット ホールディング

ス 常務執行役員
専務理事　櫛引 則 彦（株）テクノハウス 代表取締役社長
常任理事　阿蘇谷 靖　（株）TBS テレビ 技術局担当局長
　 々 　　* 池田 龍一（株）セントラルテレビジョン 代表取締役

社長
　 々 　　大森 靜雄（株）フジ・メディア・テクノロジー 常任

顧問
　 々 　　掛田 憲吾　クロスコ（株） 代表取締役社長
　 々 　　* 川瀬 功（株）松竹映像センター ポストプロダクショ

ン部 部長
　 々 　　* 菊池 淳夫　東映（株）企画製作部 チーフプロデュー

サー
　 々 　　* 毛塚 善文　（一社）日本映画テレビ技術協会 事務局長
　 々 　　* 中島 聖司　（株）ナックイメージテクノロジー 代表

取締役社長
　 々 　　* 分根 秀和　（株）テレビ朝日 技術局 次長
理 　 事　宇田 青司　（株）フジテレビジョン 総合技術局技術業

務センター計画部保守担当部長
　 々 　　* 内田 哲也＊　ソニービジネスソリューション（株） 

取締役 営業部門 副部門長
　 々 　　* 大谷 朋之　（株）レイ 執行役員 マックレイ事業本部

担当
　 々 　　* 落合 厚彦　NHK 報道局映像センター映像取材部 副

部長
　 々 　　* 木村 博靖　日本テレビ放送網（株） 技術統括局制作

技術統括部 専門副部長
　 々 　　國清 大介　NHK 放送技術局制作技術センター制作・

開発推進部 副部長
　 々 　　近藤 誠 二  東映ラボ・テック㈱ 常務取締役 営業部長
　 々 　　* 田中 幸彦  富士フイルム（株） 記録メディア事業部

　営業部アーカイブビジネスグループ マネージャー
　 々 　　谷本 一郎  TOHO シネマズ（株） 取締役
　 々 　　中野 芳充  キヤノンマーケティングジャパン（株）

 映像ソリューション共創プロジェクト 主席
　 々 　　橋本 尚志  （株）テレビ東京 技術局次長 兼 映像技術部長
　 々 　　堀内  勉  （株）オムニバス・ジャパン コンテンツプロ

ダクションセンター シニアプロデューサー
　 々 　　堀越  郁男  伊藤忠ケーブルシステム（株） 執行役員

 報映事業本部長代行
　 々 　　水上 繁雄  （株）KADOKAWA 映画事業部 部長
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1960 年生まれ。日本理工情報専門学校卒業。
1981 年テレビ大阪㈱入社。技術局放送実施部に配属。2002 年
技術局制作技術部長、2004 年技術局次長兼技術局制作技術部長
を経て、2011 年技術局長に就任、現在に至る。
本協会では、大阪支部幹事、理事、評議員（現・代議員）を務められた。
永らく大阪支部の活動に尽力されており、2011 年より理事を務
められている。
櫛引  則彦（くしびき のりひこ）
㈱テクノハウス  代表取締役社長
1956 年生まれ。日本電子工学院卒業。
1976 年㈱音響ハウス入社。入社後、編集業務を担当。その間、
ACC 地域賞秀作賞受賞。1986 年技術開発室ではアナログ編集
システムから D1/D2 デジタル編集システムの設計・施工を担当。
1988 年㈱テクノハウスに移籍。2006 年同社代表取締役社長に
就任、現在に至る。
本協会では、理事、制度審議表彰委員、栄誉賞選考委員、柴田賞鈴
木賞委員、小倉 ･ 佐伯賞選定委員を務められ、2016 年より専務
理事を務められている。

池田 東洋（いけだ はるひろ）
㈱ CBC クリエイション　報道映像センター 報道取材部 部長
1953 年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。
1977 年中部日本放送㈱（現・㈱ CBC テレビ） 入社。報道カメラ
マンとしてニュース取材に従事。1988 年民間放送連盟賞優秀賞
を受賞した「祭られぬ小さき魂」等ドキュメンタリーを多く撮影。
2014 年より㈱ CBC クリエイション・報道映像センター報道取
材部部長となり、現在に至る。
本協会では、中部支部長、理事、評議員を務め られ、永らく中部
支部の活動に尽力されている。

法人会員 ＜順不同敬称略＞
－創立以来－（5 社）
㈱ IMAGICA、松竹㈱、東映㈱、東宝㈱、富士フイルム㈱
－ 60 年以上－（11 社）
ソニー㈱、東映ラボ ･ テック㈱、ソニー PCL ㈱、㈱ヨコシネディー
アイエー、日本放送協会、㈱ CBC テレビ、㈱大友製作所、日本テ
レビ放送網㈱、㈱東京現像所、朝日放送㈱、㈱ナックイメージテク
ノロジー
－ 50 年以上 60 年未満－（12 社）
アオイスタジオ㈱、㈱共同テレビジョン、テレビ朝日映像㈱、㈱テ
レビ朝日、三友㈱、東海テレビ放送㈱、㈱銀座サクラヤ、㈱フジテ
レビジョン、名古屋テレビ放送㈱、キヤノン㈱、㈱ TBS テレビ、
㈱映像新聞社
－ 40 年以上 50 年未満－（14 社）
ヒビノイマジニアリング㈱、パナソニック システムネットワーク
ス㈱、札幌テレビ放送㈱、キヤノンマーケティングジャパン㈱、㈱
松竹撮影所、日本大学 芸術学部、東京工芸大学、伊藤忠ケーブル

システム㈱、中京テレビ放送㈱、北海道文化放送㈱、㈻ビジュアル
アーツ専門学校 ･ 大阪、日本写真判定㈱、㈱テレビ東京、㈱三和映
材社
2. 個人会員
－創立以来－（3 氏）
佐々木 巌、高嶋利雄、青木完一
－ 60 年以上－（24 氏）
石原 孝、一倉 秀男、岩井 禧周、鈴木  洋、高尾  隆、武田 市太郎、
龍田 幹雄、沼上 精一、藤瀬 季彦、堀  駿男、前波  正、水上 正夫、
三角 善四郎、宮田  一、梁井  潤、山崎 芳彦、湯浅 正次、渡辺 一平、
奥村  朗、國定 玖仁男、秋元 教利、小川  清、高橋 政治、桑田 政
一
－ 50 年以上 60 年未満－（46 氏）
秋澤 和雄、浅野 庸雄、阿部 靖夫、新井 靖久、池田 重好、井上 俊彦、
潮田 三代治、大前 和美、加藤 功、川尾 俊昭、川上  清、河崎  敏、
川島 安信、小山 和彦、坂田 祐次、佐瀬 喜市郎、佐竹 三典、清水 
ひろし、鈴木 鉄男、太刀川 正、谷口 常也、中山 勝陸、中山秀一、
野口 篤太郎、原  邦男、久富 圭一、平田 明文、広沢 文則、福田 祥一、
真家 弘之、松田 重箕、 松田 俊之、三上 琇正、宮坂 健二、宮本 千俊、
向田 吉彦、村上 匡廣、村松 宏美、八木 信忠、  渡辺  豊、吉田 堅一、
梅林 国男、村上 富康、海田  浩、定居 孝行、黒羽 陸茲
－ 40 年以上 50 年未満－（64 氏）
相賀 柏雄、赤根 谷幸一、井貝 正伸、石井 晴正、伊地智 昭亘、伊
藤 二良、伊藤 安雄、江口  正、大岡 新一、大谷 丕昭、大友 隆次、
大洞 陽佑、北川 雄二、木下 良仁、木俣 省英、木村 栄二、 桑原 弘
光、小池 一雄、河野  進、後藤 日出麿、小松原  茂、三枝 宏次、佐々
木 章夫、佐々木 博司、笹生 博夫、柴田 尚典、清水 雅美、鈴木 友志、
田中 一成、田中 久之、辻 英男、 鶴田 伸三、寺尾 幸夫、寺田 捨巳、
中村 秀敏、根岸 幸弘、野本 康夫、萩原  泉、服部 好太郎、 平野 光徳、
福田  誠、二口 善乃、渕上  拳、前島 典彦、町田 博祐、松本  洋、
丸池  納、 宮澤 誠一、宮原 茂春、村上 文美昭、百瀬 忠一、森澤 克彦、
八木 正次郎、八木 義順、山口 廣司、山田 顕喜、山田 均、山本 英男、
稲土 廣己、坂口 敏明、畑中 正士、樋口 兼和、山田 仁三、 金中 愛
子




