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2018年 11月 30日 

株式会社アサツー ディ・ケイ 

 

各 位 

 

新体制における組織・人事に関するお知らせ 

 

株式会社アサツー ディ・ケイは、11 月 21 日に発表しました「持株会社体制への移行に関するお知ら

せ」に伴い、下記の通り、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・ワンおよび株式会社 ADK エモーションズの組織及び人事を決定い

たしましたので、お知らせ致します。 

 

記 

１． 組織 

【株式会社 ADKホールディングス】 2019年 1月 1日付 

1)経営企画部に社長室、コンプライアンス＆ガバナンス室、法務室、改革推進室を設置する。 

2)人事企画部に人事企画室、人材開発室、グループ広報室を設置する。 

3)財経企画部に予算管理室、プロセス設計室を設置する。 

4)グループ業務センターに財務経理部、プロセス管理部、IT 部、総務室、人事業務部を設置し、財務経

理部に主計業務室、財務業務室を、プロセス管理部にプロジェクト管理室、原価管理室を、IT 部に IT 企

画・推進室を、人事業務部に人事業務室を設置する。 

5)エンタテインメント＆スポーツ事業統括部に TOKYO2020事業室を設置する。 

 

【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 

1)第 1アカウント・マネジメントセンターに第 1～第 5アカウント・マネジメントユニットを設置する。 

2)第 2アカウント・マネジメントセンターに第 1～第 6アカウント・マネジメントユニットを設置する。 

3)第 3アカウント・マネジメントセンターに第 1～第 5アカウント・マネジメントユニットを設置する。 

4)第 4アカウント・マネジメントセンターに第 1～第 4アカウント・マネジメントユニットを設置する。 

5)国内ネットワークセンターに東日本ネットワーク本部、中部ネットワーク本部(中部支社)、関西ネット

ワーク本部(関西支社)、西日本ネットワーク本部(九州支社)を設置し、東日本ネットワーク本部に北海道

支社、東北支社、新潟支社、営業開発局を、中部ネットワーク本部(中部支社)に第 1～第 2営業局を、関

西ネットワーク本部(関西支社)に第 1～第 3営業局、業務推進局、岡山支社を、西日本ネットワーク本部

(九州支社)に第 1～第 2営業局を設置する。 
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6)ダイレクトビジネスセンターに第 1～第 5 アカウント・マネジメントユニット、統合プランニングユニットを

設置する。 

7)DDMアカウント・マネジメントセンターに第 1～第 7アカウント・マネジメントユニットを設置する。 

8)エクスペリエンス・デザインセンターに EX ソリューションユニット、EX クリエイティブユニット、1～2EX プ

ランニングユニットを設置する。 

9)データインサイトセンターに R&Dユニット、データマネジメントユニットを設置する。 

10)統合チャネル戦略センターにデジタルビジネスプロデュース本部、コミュニケーションチャネルプラン

ニング本部を設置し、デジタルビジネスプロデュース本部に第 1～第 5 デジタルビジネスプロデュース局

を、コミュニケーションチャネルプランニング本部にメディアアカウント・プランニング局、統合メディアプラ

ンニング局、テレビビジネスプロデュース局、データソリューション局を設置する。 

11)メディアビジネスセンターにメディアビジネス企画局、第 1～第 3 メディアビジネス本部を設置し、第 1

メディアビジネス本部にテレビ局、テレビスポット局、衛星テレビ局、ラジオビジネス局、テレビ・ラジオ業

務局を、第 2 メディアビジネス本部に新聞ビジネス局、出版ビジネス局、アウトオブホームメディアビジネ

ス局を、第 3 メディアビジネス本部に関西メディアビジネス局、中部メディアビジネス局、九州メディアビジ

ネス局を設置する。 

12)アドテクセンターにプラットフォーム＆アドプロダクトユニット、広告運用ユニットを設置する。 

13)事業計画本部に事業計画室、業務管理室、メディア計画室を設置する。 

14)プロジェクト・マネジメント本部にプロジェクト・マネジメント局を設置する。 

15)ストラテジック・プランニング本部に第 1～第 3 ストラテジック・プランニング局、総合戦略プランニング

室を設置する。 

16)エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部にスポーツマーケティング事業開発局、エンタテインメント

事業開発局、グローバルスポーツ事業局を設置する。 

 

【株式会社 ADK クリエイティブ・ワン】2019年 1月 1日付 

1)プロジェクト・マネジメント本部に第 1～第 3プロジェクト・マネジメント局を設置する。 

2)クリエイティブ本部に第 1～第 3 クリエイティブ・プランニング局、第 1～第 2 クリエイティブ・プロデュー

ス局を設置する。 

3)アクティベーション本部に第 1～第 6 アクティベーション・プロデュース局、アクティベーション・ビジネス

開発局を設置する。 

4)ビジネス開発本部にプラットフォームビジネス局、エリアビジネス局、コンテンツビジネス局を設置する。 

5)事業計画・管理本部に事業計画局、コーポレート局、ファイナンス&ビジネスプロセス局を設置する。 

6)株式会社 ADK クリエイティブ・ワン直下に改革推進室を設置する。 
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【株式会社 ADKエモーションズ】 2019年 1月 4日付 

1)コンテンツ事業本部にコンテンツビジネス局、コンテンツ営業局、ライツ事業局、コンテンツ企画局、MD

ビジネス開発局を設置する。 

2)事業計画本部にコンテンツ業推局を設置する。 

 

２． 人事  

【株式会社 ADK ホールディングス】 2019年 1月 1日付 

経営企画部 社長室長 石田 心平 

経営企画部 コンプライアンス＆ガバナンス室長 岡崎 康宏 

経営企画部 法務室長 乘本 乃輔 

経営企画部 改革推進室長 向山 勇一 

人事企画部 人事企画室長 佐藤 孝一 

人事企画部 人材開発室長 齊藤 安司 

人事企画部 グループ広報室長 斉藤 雅史 

財経企画部部長補佐 内田 哲也 

財経企画部 予算管理室長 田中 淳也 

財経企画部 プロセス設計室長 栗田 英一 

グループ業務センター長補佐 西本 武司 

グループ業務センター 財務経理部長 兼 財経企画部長補佐 清水 治行 

グループ業務センター 財務経理部主計業務室長 塙 繁 

グループ業務センター 財務経理部財務業務室長 柴田 幸三 

グループ業務センター プロセス管理部長 兼 財経企画部長補佐 宇野沢 史紀 

グループ業務センター プロセス管理部プロジェクト管理室長 伊藤 明彦 

グループ業務センター プロセス管理部原価管理室長 山内 章生 

グループ業務センター ＩＴ部長 兼 ＩＴ部ＩＴ企画・推進室長 池田 佳弘 

グループ業務センター 総務室長 石嶋 謙一 

グループ業務センター 人事業務部長 工藤 克人 

グループ業務センター 人事業務部人事業務室長 新井 友紀子 

事業役員 エンタテインメント＆スポーツ事業統括部長 兼 エンタテインメント

＆スポーツ事業統括部 ＴＯＫＹＯ２０２０事業室長 

久松 茂治 

エンタテインメント＆スポーツ事業統括部長補佐 多田 俊明 
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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 

第１アカウント・マネジメントセンター長補佐 金子 敦 

第１アカウント・マネジメントセンター 第 1アカウント・マネジメントユニット長 佐藤 圭 

第１アカウント・マネジメントセンター 第 2アカウント・マネジメントユニット長 坂本 英紀 

第１アカウント・マネジメントセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 前田 衛 

第１アカウント・マネジメントセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 大給 達也 

第１アカウント・マネジメントセンター 第 5アカウント・マネジメントユニット長 岩沢 祐二 

第 2アカウント・マネジメントセンター長補佐 岩本 康治 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 1アカウント・マネジメントユニット長 松波 孝治 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 2アカウント・マネジメントユニット長 大槻 直史 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 苅部 淳 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 木下 実 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 5アカウント・マネジメントユニット長 秋山 陽雅 

第 2アカウント・マネジメントセンター 第 6アカウント・マネジメントユニット長 都富 祐樹 

第 3アカウント・マネジメントセンター 第 1アカウント・マネジメントユニット長 川島 功 

第 3アカウント・マネジメントセンター 第 2アカウント・マネジメントユニット長 杉浦 公則 

第 3アカウント・マネジメントセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 福岡 克文 

第 3アカウント・マネジメントセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 高橋 圭 

第 3アカウント・マネジメントセンター 第 5アカウント・マネジメントユニット長 金井 文隆 

第 4アカウント・マネジメントセンター長補佐 碓井 淳 

第 4アカウント・マネジメントセンター 第 1アカウント・マネジメントユニット長 坂口 友規 

第 4アカウント・マネジメントセンター 第 2アカウント・マネジメントユニット長 伊藤 一樹 

第 4アカウント・マネジメントセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 佐藤 寿明 

第 4アカウント・マネジメントセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 福山 秀夫 

国内ネットワークセンター 東日本ネットワーク本部長 兼 東日本ネットワーク

本部東北支社長 

菅井 浩一 

国内ネットワークセンター 東日本ネットワーク本部北海道支社長 恒松 建 

国内ネットワークセンター 東日本ネットワーク本部新潟支社長 松田 尚登 
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国内ネットワークセンター 東日本ネットワーク本部営業開発局長 赤星 誠也 

国内ネットワークセンター 中部ネットワーク本部（中部支社）長 渡辺 全人 

国内ネットワークセンター 中部ネットワーク本部（中部支社）第 1営業局長 白井 博 

国内ネットワークセンター 中部ネットワーク本部（中部支社）第 2営業局長 宮本 博司 

国内ネットワークセンター 関西ネットワーク本部（関西支社）長 兼 関西ネット

ワーク本部（関西支社）業務推進局長 

山口 朋子 

国内ネットワークセンター 関西ネットワーク本部（関西支社）長代理 兼 関西

ネットワーク本部（関西支社）第 2営業局長 

酒井 則和 

国内ネットワークセンター 関西ネットワーク本部（関西支社）第 1営業局長 清水 渉 

国内ネットワークセンター 関西ネットワーク本部（関西支社）第 3営業局長 山口 正典 

国内ネットワークセンター 関西ネットワーク本部（関西支社）岡山支社長 水野 博之 

国内ネットワークセンター 西日本ネットワーク本部（九州支社）長 萩原 稔 

国内ネットワークセンター 西日本ネットワーク本部（九州支社）第 1営業局長 泉 昌広 

国内ネットワークセンター 西日本ネットワーク本部（九州支社）第 2営業局長 東川 哲也 

ダイレクトビジネスセンター長補佐 金子 謹也 

ダイレクトビジネスセンター 第 1アカウント・マネジメントユニット長 角田 八寿子 

ダイレクトビジネスセンター 第 2 アカウント・マネジメントユニット長 兼 ダイレ

クトビジネスセンター長補佐 

佐々木 智隆 

ダイレクトビジネスセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 藤田 剛 

ダイレクトビジネスセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 田仲 正一 

ダイレクトビジネスセンター 第 5アカウント・マネジメントユニット長 大野 陽平 

ダイレクトビジネスセンター 統合プランニングユニット長 小池 聡 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 1 アカウント・マネジメントユニット長 

兼 ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター長補佐 

内垣 宏子 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 2アカウント・マネジメントユニット長 大塚 伸広 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 3アカウント・マネジメントユニット長 高田 陽平 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 4アカウント・マネジメントユニット長 松崎 徹 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 5 アカウント・マネジメントユニット長 

兼 ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター長補佐 

加藤 貴治 

ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 6アカウント・マネジメントユニット長 江川 知也 
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ＤＤＭアカウント・マネジメントセンター 第 7アカウント・マネジメントユニット長 齊藤 浩明 

エクスペリエンス・デザインセンター ＥＸソリューションユニット長 兼 エクスペ

リエンス・デザインセンター長補佐 

村本 美知 

エクスペリエンス・デザインセンター ＥＸクリエイティブユニット長 阿字地 睦 

エクスペリエンス・デザインセンター 1ＥＸプランニングユニット長 兼 エクスペ

リエンス・デザインセンター長補佐 

藤田 岳志 

エクスペリエンス・デザインセンター 2ＥＸプランニングユニット長 和久井 鉱一 

事業役員 データインサイトセンター長 兼 データインサイトセンター データマ

ネジメントユニット長 

沼田 洋一 

データインサイトセンター Ｒ＆Ｄユニット長 田口 仁 

統合チャネル戦略センター長補佐 甲斐 雄一郎 

統合チャネル戦略センター長補佐 久地浦 秀政 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部長 兼 アドテク

センター長補佐 

清家 直裕 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部第 1デジタルビ

ジネスプロデュース局長 

齊藤 健一 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部第 2デジタルビ

ジネスプロデュース局長 

本松 慎二郎 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部第 3デジタルビ

ジネスプロデュース局長 

武藤 啓典 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部第 4デジタルビ

ジネスプロデュース局長 

大田 博之 

統合チャネル戦略センター デジタルビジネスプロデュース本部第 5デジタルビ

ジネスプロデュース局長 

大内 秀朗 

統合チャネル戦略センター コミュニケーションチャネルプランニング本部長 家村 義彦 

統合チャネル戦略センター コミュニケーションチャネルプランニング本部メディ

アアカウント・プランニング局長 

坂田 由美子 

統合チャネル戦略センター コミュニケーションチャネルプランニング本部統合

メディアプランニング局長 

吉川 友英 

統合チャネル戦略センター コミュニケーションチャネルプランニング本部テレビ

ビジネスプロデュース局長 

野田 祥永 
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統合チャネル戦略センター コミュニケーションチャネルプランニング本部デー

タソリューション局長 

大沼 陽介 

メディアビジネスセンター長代理 片岡 耕樹 

メディアビジネスセンター メディアビジネス企画局長 柳田 建治郎 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部長 末永 建治 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部テレビ局長 安東 隆士 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部テレビスポット局長 髙野 與平 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部衛星テレビ局長 菅野 理介 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部ラジオビジネス局長 南 庸子 

メディアビジネスセンター 第 1 メディアビジネス本部テレビ・ラジオ業務局長 林 由紀子 

メディアビジネスセンター 第 2 メディアビジネス本部長 阿部 健一郎 

メディアビジネスセンター 第 2 メディアビジネス本部新聞ビジネス局長 藤森 裕介 

メディアビジネスセンター 第 2 メディアビジネス本部出版ビジネス局長 並河 圭 

メディアビジネスセンター 第 2 メディアビジネス本部アウトオブホームメディア

ビジネス局長 

杉本 隆 

メディアビジネスセンター 第 3 メディアビジネス本部長 兼 国内ネットワークセ

ンター 関西ネットワーク本部（関西支社）長補佐 

松本 晃治 

メディアビジネスセンター 第 3 メディアビジネス本部関西メディアビジネス局長 安岡 太士 

メディアビジネスセンター 第 3 メディアビジネス本部中部メディアビジネス局長 梅村 剛司 

メディアビジネスセンター 第 3 メディアビジネス本部九州メディアビジネス局長 小島 一洋 

事業役員 アドテクセンター長 兼 アドテクセンター 広告運用ユニット長 信濃 伸明 

アドテクセンター プラットフォーム＆アドプロダクトユニット長 関口 聡 

事業計画本部長補佐 河野 左千夫 

事業計画本部 事業計画室長 竹崎 真理 

事業計画本部 業務管理室長 鮫島 直子 

事業計画本部 メディア計画室長 細野 和也 

プロジェクト・マネジメント本部 プロジェクト・マネジメント局長 根津 勉 

ストラテジック・プランニング本部 第 1ストラテジック・プランニング局長 辻本 明信 

ストラテジック・プランニング本部 第 2ストラテジック・プランニング局長 川野 ますみ 

ストラテジック・プランニング本部 第 3ストラテジック・プランニング局長 武藤 一 
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ストラテジック・プランニング本部 総合戦略プランニング室長 戒田 好範 

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部長 兼 エンタテインメント＆スポー

ツ事業開発本部 エンタテインメント事業開発局長 

栃原 克仁 

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部長補佐 小川 宏幸 

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部 スポーツマーケティング事業開発

局長 

中川 裕 

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部 グローバルスポーツ事業局長 高橋 直子 

 

【株式会社 ADK クリエイティブ・ワン】 2019年 1月 1日付 

プロジェクト・マネジメント本部長補佐 丹羽 由紀夫 

プロジェクト・マネジメント本部長補佐 池田 覚己 

プロジェクト・マネジメント本部 第 1プロジェクト・マネジメント局長 小林 晃 

プロジェクト・マネジメント本部 第 2プロジェクト・マネジメント局長 林 美将 

プロジェクト・マネジメント本部 第 3プロジェクト・マネジメント局長 寺井 久和 

事業役員 クリエイティブ本部長 兼 クリエイティブ本部 第 2 クリエイティブ・プ

ロデュース局長 

原田 太一 

クリエイティブ本部長補佐 藤井 徹 

クリエイティブ本部 第 1クリエイティブ・プランニング局長 辻 毅 

クリエイティブ本部 第 2クリエイティブ・プランニング局長 田中 壮太郎 

クリエイティブ本部 第 3クリエイティブ・プランニング局長 若木 信 

クリエイティブ本部 第 1クリエイティブ・プロデュース局長 和田 優輝 

アクティベーション本部長補佐 兼 アクティベーション本部 第 1 アクティベー

ション・プロデュース局長 

田所 義教 

アクティベーション本部長補佐 金行 利博 

アクティベーション本部 第 2アクティベーション・プロデュース局長 石橋 正宏 

アクティベーション本部 第 3アクティベーション・プロデュース局長 西口 洋 

アクティベーション本部 第 4アクティベーション・プロデュース局長 有泉 昌 

アクティベーション本部 第 5アクティベーション・プロデュース局長 鹿口 渉 

アクティベーション本部 第 6アクティベーション・プロデュース局長 江口 潤 

アクティベーション本部 アクティベーション・ビジネス開発局長 橘高 栄一 

事業役員 ビジネス開発本部長 兼 ビジネス開発本部 コンテンツビジネス局長 小泉 日出雄 
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ビジネス開発本部長補佐 船崎 一弘 

ビジネス開発本部 プラットフォームビジネス局長 中 直人 

ビジネス開発本部 エリアビジネス局長 小林 幸司 

事業計画・管理本部長 兼 事業計画・管理本部 ファイナンス＆ビジネスプロ

セス局長 

金井 慎一郎 

事業計画・管理本部長補佐 大海 晃彦 

事業計画・管理本部長補佐 左右田 有樹 

事業計画・管理本部 事業計画局長 赤穴 昇 

事業計画・管理本部 コーポレート局長 佐久間 隆行 

改革推進室長 中條 裕子 

 

【株式会社 ADKエモーションズ】 2019年 1月 4日付 

コンテンツ事業本部 コンテンツビジネス局長 野崎 裕子 

コンテンツ事業本部 コンテンツ営業局長 志村 章 

コンテンツ事業本部 ライツ事業局長 冨永 二郎 

コンテンツ事業本部 コンテンツ企画局長 金子 知子 

コンテンツ事業本部 ＭＤビジネス開発局長 田中 浩一郎 

事業計画本部 コンテンツ業推局長 木村 和広 

 

 

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 

 


