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平成 23年 12月 29日 

株式会社アサツー ディ・ケイ 

取締役社長 清水 與二 

東証第 1部 コード番号：9747 

 

役員人事、人事異動及び機構改革に関するお知らせ 

 

株式会社アサツー ディ・ケイは、平成 24年 1月 1日付をもって、下記の通り、役員人事、人事異動お

よび機構改革を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

一、 人事異動（役員）について 

執行役員営業総括役員補佐兼国内ネットワーク本部長  池戸 秀勝 

  （現：執行役員営業総括国内ネットワーク本部長） 

執行役員営業総括役員補佐  福崎 隆司 （現：営業総括チーフディレクター） 

執行役員営業総括アジア統括本部長  深澤 律雄 

（現：執行役員営業総括海外本部副本部長） 

執行役員営業総括中国統括本部長※  加藤 千代明 

（現：営業総括中国本部長兼上海・広東事務所長） 

執行役員統合ソリューションセンターチーフディレクター  伊熊 克裕 

  （現：執行役員統合ソリューションセンターＩＳＣ計画局長） 

執行役員統合ソリューションセンターチーフディレクター  千布 隆一 

  （現：執行役員統合ソリューションセンター担当役員補佐） 

※ 執行役員就任については、別紙「代表取締役の異動および役員の異動等に関するお知らせ」にて本日、

同時に発表しています。 

 

二、 人事異動（役員補佐・チーフディレクター）について 

営業総括役員補佐  橘 英邦 （現：営業総括第 9営業本部長） 

営業総括役員補佐  田村 元 （現：営業総括第 10営業本部長） 

統合ソリューションセンター役員補佐兼ＩＳＣ計画局長  近藤 和正 
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（現：統合ソリューションセンターチーフディレクター） 

統合ソリューションセンター役員補佐  山田 淳史 （現：営業総括第４営業本部長） 

統合ソリューションセンターチーフディレクター  裏地 正明 

（現：統合ソリューションセンター第 2 クリエイティブ本部長） 

統合ソリューションセンターチーフディレクター  早乙女 治 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部長） 

コーポレートセンター役員補佐兼コーポレート本部長  勝村 良一 

（現：コーポレートセンター役員補佐兼コーポレートユニットリーダー兼ＩＴ業務推進局長） 

 

三、 人事異動（本部長）について 

営業総括第 1営業本部長  武田 智哉 （現：営業総括第 1営業本部副本部長） 

営業総括第 3営業本部長  土屋 誠 （現：営業総括第 8営業本部長） 

営業総括第 4営業本部長  金子 敦 （現：営業総括第 5営業本部） 

営業総括第 5営業本部長  石倉 雅文 （現：営業総括第 9営業本部副本部長） 

営業総括第 6営業本部長  杉村 敏男 （現：営業総括第 10営業本部副本部長） 

営業総括第 7営業本部長  野田 孝寛 （現：営業総括第 11営業本部長） 

営業総括グローバルビジネス本部長  高井 良康 （現：営業総括第 3営業本部長） 

統合ソリューションセンター第 2 クリエイティブ本部長  宮本 憲男 

（現：統合ソリューションセンター第 3 クリエイティブ本部長） 

統合ソリューションセンター第 3 クリエイティブ本部長  中井川 功 

（現：統合ソリューションセンター第 4 クリエイティブ本部長） 

購買マネジメント本部長  鈴木 一彦 （現：コーポレートセンター人材開発ユニット人材開発室長） 

総合企画本部長  春日 均 （現：営業総括営業企画室長） 

コーポレートセンター人材開発本部長兼社長室長  佐藤 渡 

（現：コーポレートセンター人材開発ユニットリーダー兼グループ監査室長） 

コーポレートセンター財経本部長  本橋 信之 （現：グループ事業推進ユニットリーダー） 

 

四、 人事異動（副本部長）について 

営業総括第 1営業本部副本部長  金井 慎一郎 （現：営業総括第１営業本部） 

営業総括第 1営業本部副本部長  園田 哲郎 （現：営業総括第 4営業本部） 

営業総括第 2営業本部副本部長  久野 哲也 （現：営業総括第 3営業本部副本部長） 

営業総括第 2営業本部副本部長  最川 隆 （現：営業総括第 3営業本部副本部長） 
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営業総括第 3営業本部副本部長  寺田 孝志 （現：営業総括第 8営業本部） 

営業総括第 3営業本部副本部長  渡部 晴彦 （現：営業総括第 8営業本部） 

営業総括第 3営業本部副本部長  山口 佳子 （現：営業総括第 4営業本部副本部長） 

営業総括第 4営業本部副本部長  板谷 康平 （現：営業総括第 6営業本部副本部長） 

営業総括第 4営業本部副本部長  関根 修 （現：営業総括第 7営業本部副本部長）  

営業総括第 5営業本部副本部長  山崎 喜一 （現：営業総括第 9営業本部） 

営業総括第 5営業本部副本部長  水野 克美 （現：営業総括第 9営業本部） 

営業総括第 5営業本部副本部長  三田 守 （現：営業総括第 7営業本部副本部長） 

営業総括第 6営業本部副本部長  永澤 寿美 （現：営業総括第 5営業本部副本部長）  

営業総括第 6営業本部副本部長  阿部 知也 （現：営業総括第 10営業本部副本部長） 

営業総括第 6営業本部副本部長  西山 元康 （現：営業総括第 10営業本部）  

営業総括第 7営業本部副本部長  加藤 和生 （現：営業総括第 11営業本部副本部長） 

営業総括第 7営業本部副本部長  丸山 裕之 （現：営業総括第 12営業本部長） 

営業総括第 7営業本部副本部長  安藤 克彦 

（現：営業総括第１１営業本部兼統合ソリューションセンター第１コミュニケーション・プランニング本部） 

営業総括グローバルビジネス本部副本部長  橋本 隆一 

（現：営業総括第 2営業本部副本部長兼海外本部） 

営業総括グローバルビジネス本部副本部長  甲斐 純 （現：営業総括第 13営業本部副本部長） 

営業総括グローバルビジネス本部副本部長  山崎 忠浩 （現：営業総括中国本部副本部長） 

営業総括中国統括本部副本部長兼上海・広東事務所長  坂 忠文 

  （現：営業総括中国本部副本部長） 

営業総括中国統括本部副本部長兼北京事務所長  稲垣 正実 

（現：営業総括中国本部兼北京事務所長） 

営業総括アジア統括本部副本部長兼グローバルビジネス本部グローバルソリューション室長  池田 佳弘 

（現：営業総括海外本部副本部長兼第 9営業本部兼関西支社業務推進局） 

営業総括アジア統括本部副本部長  塩原 一樹  （現：営業総括海外本部） 

統合ソリューションセンター第 2 クリエイティブ本部副本部長  朝生 謙二 

（現：統合ソリューションセンター第 3 クリエイティブ本部副本部長） 

統合ソリューションセンター第 3 クリエイティブ本部副本部長  金原 次郎 

（現：統合ソリューションセンター第 2 クリエイティブ本部副本部長） 

統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部副本部長  松原 隆利 

（現：統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部兼エンタテインメント事業本部） 
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統合ソリューションセンター第 1 コミュニケーション・プランニング本部副本部長  中村 俊郎  

（現：統合ソリューションセンター第 1 コミュニケーション・プランニング本部) 

統合ソリューションセンターエンタテインメント事業本部副本部長  笹井 浩典 

（現：統合ソリューションセンターエンタテインメント事業本部） 

統合ソリューションセンターエンタテインメント事業本部副本部長  斉藤 秀一 

（現：統合ソリューションセンターエンタテインメント事業本部） 

購買マネジメント本部副本部長  関根 澄人  

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部副本部長兼クリエイティブ・プロデュ

ース本部クリエイティブ・プロデュース室長兼クリエイティブ業務推進室長） 

購買マネジメント本部副本部長  谷口 敬 

（現：統合ソリューションセンターキャンペーン･プロデュース本部購買マネジメント室長） 

 

五、 人事異動（局長）について 

営業総括国内ネットワーク本部岡山支社長  木下 靖 

（現：営業総括関西支社支社長代理兼関西支社メディア局長） 

営業総括関西支社メディア局長  松本 晃治 （現：営業総括関西支社メディア局） 

統合ソリューションセンター関西ソリューション局長兼営業総括関西支社長代理兼関西支社ソリューション

局長  左右田 有樹 

（現：統合ソリューションセンター第１コミュニケーション・プランニング本部副本部長） 

メディア・コンテンツセンター新聞本部新聞局長  波多野 敦美 （現：営業総括関西支社メディア局） 

メディア・コンテンツセンターテレビラジオ本部テレビ局長  高田 幸郎 

（現：メディア・コンテンツセンターテレビラジオ本部テレビスポット局長） 

メディア・コンテンツセンターテレビラジオ本部テレビスポット局長  片岡 耕樹 

（現：メディア・コンテンツセンターテレビラジオ本部テレビ局） 

メディア・コンテンツセンターコンテンツ本部企画開発局長  三宅 将典 

（現：メディア・コンテンツセンターコンテンツ本部企画開発局） 

メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部第１プランニング局長 

沼田 洋一 

（現：メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部デジタル・マーケティ

ング局長兼統合ソリューションセンターデジタルビジネス本部） 

メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部第２プランニング局長 

原口 政也 
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（現：メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部兼プランニング局兼営

業総括海外本部） 

メディア・コンテンツセンターマルチメディア営業推進局長  望月 謙司 （現：営業総括第 3営業本部） 

メディア・コンテンツセンターメディア・コンテンツ計画局長  胡桃沢 厚志 

（現：メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部プランニング局長） 

統合ソリューションセンタークリエイティブ・ディレクション局長  石井 利始 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部副本部長兼クリエイティブ・ディレク

ション室長兼ＩＳＣグローバル局） 

統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース局長  横川 覚 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部クリエイティブ・プロデュース室） 

統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト局長  関 良樹 

（現：統合ソリューションセンター第 2 コミュニケーション・プランニング本部副本部長兼海外本部） 

総合企画本部総合企画室長  鈴木 俊和 （現：コーポレートセンター総合企画室長） 

総合企画本部グループ会社マネジメント室長  坂牛 弘志  

（現：グループ事業推進ユニットグループ事業局長） 

総合企画本部営業企画室長  小泉 日出雄 （現：コーポレートセンター総合企画室） 

コーポレートセンターコーポレート本部法務局長  久保田 直  

（現：コーポレートセンターコーポレートユニットコーポレートガバナンス局長） 

コーポレートセンターコーポレート本部ＩＴ業務推進局長  太田 雅人 

（現：コーポレートセンターコーポレートユニット） 

コーポレートセンター人材開発本部人材開発室長  金澤 直也 （現：営業総括第 6営業本部副本部長） 

コーポレートセンター財経本部業務管理局長  前澤 弘之 

（現：コーポレートセンター財経ユニットリーダー兼業務管理局長） 

グループ監査室長  増山 哲朗  （現：営業総括第１営業本部） 

 

六、 機構改革について 

1. 営業総括海外本部、中国本部を、グローバルビジネス本部、中国統括本部、アジア統括本部に再

編する。 

2. 営業総括第 1営業本部～第 13営業本部を第 1営業本部～第 7営業本部に再編する。 

3. 統合ソリューションセンター第 1クリエイティブ本部～第 4クリエイティブ本部を、第 1クリエイティブ本

部～第 3 クリエイティブ本部に再編する。 

4. 統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部を廃する。 
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5. 購買マネジメント本部を新設する。 

6. コーポレートセンターコーポレートユニットをコーポレート本部に、人材開発ユニットを人材開発本部

に、財経ユニットを財経本部に改称する。 

7. 総合企画本部を新設し、グループ事業推進ユニットを移管する。 

8. 営業総括グローバルビジネス本部にグローバルソリューション室を新設する。 

9. 営業総括関西支社ストラテジック・プランニング局を関西支社ソリューション局に統合する。 

10. メディア・コンテンツセンター新聞本部新聞営業推進局を廃する。 

11. メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部のプランニング局、デジタ

ルマーケティング局を再編し、第１プランニング局、第２プランニング局とする。 

12. メディア・コンテンツセンターにマルチメディア営業推進局を新設する。 

13. メディア・コンテンツセンターコミュニケーションチャネルプランニング本部アウトオブホームメディア局

をメディア・コンテンツセンターに移管する。 

14. メディア・コンテンツセンターメディア・コンテンツ計画室をメディア・コンテンツ計画局に改称する。 

15. 統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部クリエイティブ・ディレクション室をクリエイ

ティブ・ディレクション局に改称し、統合ソリューションセンターに設置する。 

16. 統合ソリューションセンタークリエイティブ・プロデュース本部クリエイティブ・プロデュース室を、クリエ

イティブ・プロデュース局に改称し、統合ソリューションセンターに設置する。 

17. 統合ソリューションセンターにコミュニケーション・アーキテクト局を新設する。 

18. 統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部関西ストラテジック・プランニング局を廃し、

統合ソリューションセンターに関西ソリューション局を新設する。 

19. コーポレートセンター社長室を社長直下に移管する。 

20. 総合企画本部にコーポレートセンター総合企画室、営業統括営業企画室を移管する。 

21. グループ事業推進ユニットグループ事業局をグループ会社マネジメント室に改称し、総合企画本部

に移管する。 

22. コーポレートユニットコーポレートガバナンス局をコーポレート本部法務局に改称する。 

以上 

 

本件に関する問い合わせ先は下記までお願いします。 

広報室  中島 TEL: 03-3547-2003 


