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2018年 11月 21日 

株式会社アサツー ディ・ケイ 

 

各 位 

 

ADKグループ新体制のお知らせ 

 

株式会社アサツー ディ･ケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：植野伸一、以下「当社」）は、本日、

「持株会社体制への移行に関するお知らせ」を発表いたしました。これに伴いまして、下記の通り機構改

革と人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 新体制における機構改革について 

１） 株式会社アサツー ディ・ケイ及び株式会社 ADK アーツを、株式会社 ADK ホールディングス、株

式会社 ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社 ADK クリエイティブ・ワン、株式会社 ADK

エモーションズに再編する。 

２） 株式会社 ADK ホールディングスに、経営企画部、財経企画部、人事企画部、グループ業務セン

ター、エンタテインメント＆スポーツ事業統括部、グローバル事業センターを設置する。 

３） 株式会社 ADKマーケティング・ソリューションズに、第１～第４アカウント・マネジメントセンター、国

内ネットワークセンター、ダイレクトビジネスセンター、DDM アカウント・マネジメントセンター、エク

スペリエンス・デザインセンター、データインサイトセンター、統合チャネル戦略センター、メディア

ビジネスセンター、アドテクセンター、事業計画本部、プロジェクト・マネジメント本部、ストラテジッ

ク・プランニング本部、エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部を設置する。 

４） 株式会社 ADKクリエイティブ・ワンに、プロジェクト・マネジメント本部、クリエイティブ本部、アクティ

ベーション本部、ビジネス開発本部、事業計画・管理本部を設置する。 

５） 株式会社 ADKエモーションズにコンテンツ事業本部及び事業計画本部を設置する。 
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２． 人事異動  

【株式会社 ADK ホールディングス】 

2019年 1月 1日付 

代表取締役社長 グループ CEO      植野 伸一 

取締役 執行役員 社長補佐 グループ CTO（Chief Transformation Officer）       稲田 博樹 

社外取締役 監査等委員会 委員長    木下 俊男 

取締役 監査等委員     杉本 勇次 

社外取締役 監査等委員     西  直史 

執行役員 社長補佐 グループ CSO（Chief Strategy Officer）  中井 規之 

執行役員 社長補佐 グループ CFO（Chief Financial Officer）  秋山 仁      

執行役員 グループ CHRO（Chief Human Resource Officer）  宮脇 彰秀 

執行役員      春日 均 

執行役員      亀井 典明    

執行役員      森永 賢治    

執行役員      野田 孝寛    

執行役員 グローバル事業センター長    片木 康行    

執行役員      渡辺 俊      

事業役員 グループ業務センター長    石渡 義崇    

事業役員 エンタテインメント＆スポーツ事業統括部長  久松 茂治  

事業役員 DIKアジアネットワーク担当    久野 哲也    

経営企画部長      鈴木 俊和    

人事企画部長      殿村 良彦    

財経企画部長      横田 諭      
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【株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ】 

2019年 1月 1日付 

代表取締役社長      植野 伸一    

取締役 営業担当      春日 均      

取締役 ソリューション担当                            亀井 典明    

監査役                                        清水 治行 

監査役                                        宇治田 京子 

特命事業役員                                    加藤 隆夫    

特命事業役員                                    阿部 正敏    

事業役員 第１アカウント・マネジメントセンター長              丸山 裕之    

事業役員 第２アカウント・マネジメントセンター長              関根 修      

事業役員 第３アカウント・マネジメントセンター長              白石 剛      

事業役員 第４アカウント・マネジメントセンター長              武田 智哉    

事業役員 国内ネットワークセンター長                     大芝 賢二    

事業役員 ダイレクトビジネスセンター長                    三田 守      

事業役員 DDMアカウント・マネジメントセンター長             板谷 康平 

事業役員 エクスペリエンス・デザインセンター長              白田 健彦    

事業役員 データインサイトセンター長                     沼田 洋一    

事業役員 統合チャネル戦略センター長                    望月 謙司    

事業役員 メディアビジネスセンター長                     安藤 克彦    

事業役員 アドテクセンター長                          信濃 伸明    

事業計画本部長                                  高田 幸郎    

プロジェクト・マネジメント本部長                           裏地 正明    

ストラテジック・プランニング本部長                       阿久津 憲    

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部長                 栃原 克仁    
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【株式会社 ADK クリエイティブ・ワン】 

2019年 1月 1日付 

代表取締役社長                                  森永 賢治    

取締役                                        鈴木 一彦    

取締役                                        渡辺 俊      

監査役                                        宇野沢 史紀 

監査役                                        関根 澄人 

事業役員 社長補佐                                裏地 正明    

事業役員 プロジェクト・マネジメント本部長                 根津 勉      

事業役員 クリエイティブ本部長                        原田 太一    

事業役員 アクティベーション本部長                     武田 康博    

事業役員 ビジネス開発本部長                        小泉 日出雄   

事業計画・管理本部長                              金井 慎一郎  

 

 

【株式会社 ADK エモーションズ】 

2019年 1月 4日付 

取締役会長                                     植野 伸一    

代表取締役社長                                  野田 孝寛    

取締役 事業役員                                 和田 修治    

監査役                                        中山 文克 

監査役                                        辰元 克実 

事業役員 コンテンツ事業本部長                        柴田 邦彦    

事業計画本部長                                  小川 俊一    

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先：  

コーポレート・コミュニケーション室 電話 03-6830-3855 

メール：adkpr@adk.jp 

中島・平尾・木村 
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〈資料１：社代表取締役社長 略歴〉 

 

株式会社 ADK ホールディングス 代表取締役社長 グループ CEO 

株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ 代表取締役社長 

植野
う え の

  伸一
しんいち

 

 

生年月日 1954年 2月 17日 

 

略  歴 

1976年 3月   同志社大学 商学部 卒業 

1976年 4月   株式会社旭通信社（現 株式会社アサツー ディ・ケイ） 入社 

2000年 1月   第５営業局長 

2005年 1月   執行役員 関西支社支社長 

2007年 1月   執行役員 コーポレート本部長 

2008年 3月   取締役 執行役員 

2012年 3月   取締役 常務執行役員 統合ソリューションセンター担当 

2013年 3月   代表取締役社長 グループＣＥＯ 

2018年 3月   代表取締役社長・取締役会議長 グループＣＥＯ  

兼 アカウント・マネジメント事業セクター統括 就任（現任） 

 

 

 

 

※写真データが必要な場合は、下記までご連絡ください。 

コーポレート・コミュニケーション室 電話 03-6830-3855 

メール：adkpr@adk.jp 

中島・平尾・木村 
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株式会社 ADK クリエイティブ・ワン 代表取締役社長 

森永
もりなが

  賢治
け ん じ

 

 

生年月日 1963年 9月 24日 

 

略  歴 

1988年 3月 東京学芸大学 教育学部 卒業 

1988年 4月 株式会社オリコミ（現 オリコム） 入社 

1992年 9月 第一企画株式会社（現 株式会社アサツー ディ・ケイ） 入社 

2005年 1月 第６コミュニケーションプランニング局長 

2007年 1月 コミュニケーションプランニング本部ユニットリーダー 兼 第８コミュニケーションプランニング局長  

2008年 4月 コミュニケーションプランニングユニット２リーダー補佐 兼 第８コミュニケーションプランニング局長 

2009年 1月 第 2アカウントプランニングユニットリーダー 

2011年 4月 価値創造プランニング本部長 

2013年 1月 ストラテジック・プランニング本部長 

2016年 1月 第１アクティベーション・プランニング本部長 

2017年 1月 統合ソリューションセンター統括 兼 ソリューション・プランニング本部長 

2018年 1月 クリエイティブ・ソリューション事業セクター統括 兼 ソリューション・プランニング本部長 

2018年 3月 事業統括・執行役員 

2018年 4月 事業統括・執行役員 クリエイティブ・ソリューション事業セクター統括 就任（現任） 

 

※写真データが必要な場合は、下記までご連絡ください。 

コーポレート・コミュニケーション室 電話 03-6830-3855 

メール：adkpr@adk.jp 

中島・平尾・木村 
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株式会社 ADK エモーションズ 代表取締役社長 

野田
の だ

  孝
たか

寛
ひろ

 

 

生年月日 1960年 12月 25日 

 

略  歴 

1985年 3月 早稲田大学 政治経済学部 卒業 

1985年 4月 株式会社旭通信社（現 株式会社アサツー ディ・ケイ） 入社 

2004年 1月 第６ADカンパニー第１営業局長 

2006年 1月 第９営業本部第１営業局長 

2008年 1月 第９営業本部長補佐 兼 第１営業局長 

2009年 1月 第６営業部門第 12営業本部長 兼 第１営業局長 

2011年 1月 営業総括第 11営業本部長 

2012年 1月 営業総括第７営業本部長 

2015年 1月 アカウント・マネジメントセンターチーフディレクター 

2016年 1月 コンテンツ・ビジネスセクターコンテンツ本部長 

2018年 7月 事業統括・執行役員 コンテンツ事業セクター統括 就任（現任） 

 

 

※写真データが必要な場合は、下記までご連絡ください。 

コーポレート・コミュニケーション室 電話 03-6830-3855 

メール：adkpr@adk.jp 

中島・平尾・木村 

 

 

 

以 上 


