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Panduit Corp. Announces Dennis Renaud to become CEO
TINLEY PARK--(BUSINESS WIRE)—PANDUIT Corp. today announced that its Board of Directors has
appointed Dennis Renaud as CEO, effective January 23, 2018. Tom Donovan will retire from the role of CEO
and support the transition in an advisory capacity.
Andrew Caveney, Executive Chair said, “Panduit is well positioned for growth, thanks to our exceptional
leadership team, employees and channel partner community. I’d like to thank Tom for his contribution to the
success of the company and its culture. Tom’s vision, integrity, work ethic, and commitment to Panduit and
our employees is without equal.”
“I’m looking forward to working with Dennis to shape business strategy and innovation”, said Caveney.
“Dennis is well qualified to champion our extraordinary culture with an ability to inspire and connect with
others. The Board is confident that Dennis will continue our tradition of customer focus, innovation and
quality.”
Renaud is entering the role of CEO after leading the company’s Enterprise Business. “I’m incredibly honored
to serve as Panduit’s CEO,” said Dennis Renaud, CEO, Panduit. “Panduit is a special company. With our
customer-first approach, talented workforce, and broad product portfolio, the opportunity ahead of us is
tremendous.”
According to Don Mrozek, Panduit Director, “The Board is extremely enthusiastic about this appointment.
Andrew’s role as Executive Chairman continues our legacy of family business leadership, while Dennis is
ideally suited to lead the Company forward as CEO. He has 30 years of experience in the electrical and
communications industry and a proven track record of success. Andrew and Dennis are committed to
growing Panduit for the benefit of its employees, business partners, shareholders and the communities in
which it operates.”
Renaud has excelled at leadership roles in his career in sales, marketing, engineering, product management
and business unit leadership and has lived in both the United States and Japan. Dennis holds a Bachelor’s of
Science in Chemical Engineering from Penn State and a Master’s Degree in Business Administration from
Babson College.
About Panduit
Since 1955, Panduit’s culture of curiosity and passion for problem solving have enabled more meaningful
connections between companies’ business goals and their marketplace success. Panduit creates leadingedge physical, electrical, and network infrastructure solutions for enterprise-wide environments, from the data
center to the telecom room, from the desktop to the plant floor. Headquartered in Tinley Park, IL and
operating in 112 global locations, Panduit’s proven reputation for quality and technology leadership, coupled
with a robust partner ecosystem, help support, sustain and empower business growth in a connected world.
For media inquiries or more information about this topic, contact Chad Reynolds, Vice President Marketing at
708-532-1800 or Chad.Reynolds@panduit.com

（日本語訳） デニス・ルノーがパンドウイットコーポレーションの CEO に就任

2018 年 1 月 23 日
ビジネスワイヤー- Panduit Corporation（パンドウイットコーポレーション、米国ティンリーパーク）の取締役会は、
2018 年 1 月 23 日、Dennis Renaud（デニス・ルノー）を最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表しました。
Tom Donovan（トム・ドノバン）は CEO から引退し、経営の移行を支援していきます。
会長の Andrew Caveney（アンドリュー・ケーブニー）は、「優れたリーダーシップチーム、従業員、チャネルパート
ナーコミュニティにより、今後のビジネスの成長に関して確たる見通しを持っています。会社の成功と文化に対す
るトムの貢献に感謝しています。彼のビジョン、誠実さ、職業倫理感、パンドウイットと従業員へのコミットメントは
並ぶものがありません」
そして、「デニス・ルノーと共にビジネス戦略や更なるイノベーションを形作ることを楽しみにしています。デニス
は、インスピレーションを与え、人とのつながりを強固にする能力を備え、私たちの素晴らしい文化を継承するた
めに相応しい代表です。取締役会は、顧客へのフォーカス、技術革新、品質といった伝統が継続されるものと確
信しています」と述べています。
デニス・ルノーは、CEO に就任する以前はパンドウイットにおいてエンタープライズビジネスを率いてきました。
「私はパンドウイットの CEO になることを大変光栄に思っています。パンドウイットは特別な会社です。顧客優先
の姿勢、優秀な従業員、幅広い製品ポートフォリオを有しており、私たちの前には大きなチャンスが広がってい
ます。
ディレクターである Don Mrozek は、「取締役会は今回の任命を非常に喜んでいます。アンドリューの会長として
の役割はファミリービジネスのリーダーシップの伝承を継続するものです。また、デニスは当社をリードする CEO
として理想的です。彼は電気通信業界で 30 年の経験と確かな実績があります。アンドリューとデニスは、従業
員、ビジネスパートナー、株主、そして地域社会のため、パンドウイットの成長にコミットしています」と述べていま
す。
デニス・ルノーは、営業、マーケティング、エンジニアリング、プロダクトマネジメント、ビジネスユニットで卓越した
リーダーシップを発揮してきました。米国と日本で居住経験があり、ペンシルベニア州立大学から化学工学の学
士号、バブソンカレッジから経営学修士号をそれぞれ取得しています。

パンドウイットについて
1955 年の創業以来、問題解決への飽くなき挑戦を文化とするパンドウイットは、企業のビジネスを市場での成
功へと「有意義に結びつける」役割を果たしてきました。パンドウイットは、データセンターから通信施設に至るま
で、またオフィスのデスクから工場施設のフロアに至るまで、企業全体にわたる環境下の物理、電気、ネットワー
クのインフラストラクチャ―に最先端のソリューションをもたらします。米国イリノイ州ティンレイパークのパンドウ
イット本社および世界 112 の拠点は、強固なパートナーエコシステム、定評ある品質と技術的リーダーシップを
通じ「つながる世界」のビジネスをサポート、さらなる成長と発展に寄与します。

