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2019年 11月 25日 

 

各 位 

 

ADKグループ 組織・人事に関するお知らせ 

 

ADKグループは、2020年 1月 1日付で下記のとおり機構改革および人事異動を行いますので

お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 取締役・執行役員の異動 

【株式会社 ADKホールディングス】 

新 氏名 現 

執行役員  

法務・コンプライアンス部長 
春日 均 

ADKホールディングス 執行役員  

兼 ADKマーケティング・ソリューションズ  

取締役*1 営業担当 

 

【株式会社 ADKマーケティング・ソリューションズ】 

新 氏名     現 

ADKホールディングス 執行役員  

グループ CDO 

兼 ADKマーケティング・ソリューションズ  

取締役*2 社長補佐・デジタルビジネス統括  

大山 俊哉 

ADKホールディングス 執行役員  

グループ CDO 

兼 ADK マーケティング・ソリューションズ  

特命事業役員 

取締役*2  

アカウント・マネジメント統括 
武田 智哉 

第 4アカウント・マネジメントセンター長 

事業役員 

取締役*2  

ビジネス・デベロップメント統括 
三田 守 

ダイレクトビジネスセンター長 

事業役員 

*1 ADKマーケティング・ソリューションズの臨時株主総会をもって退任いたします。 

*2 取締役の異動につきましては、ADKマーケティング・ソリューションズの臨時株主総会において正

式に決定される予定です。 

 

２．機構改革及び人事異動 

 

【株式会社 ADKホールディングス】 

① 機構改革 

1) 経営企画部を総合企画本部に改称し、経営企画室を新設する。人事企画部を総合企画本
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部に移管し、グループ広報室を社長室に統合する。 

2) 法務・コンプライアンス部を新設し、法務室を移管する。コンプライアンス＆ガバナンス室を

法務・コンプライアンス部に統合する。 

3) グループ業務センタープロセス管理部に支社業務管理室を新設する。 

4) グローバル事業センターに事業戦略部を新設する。 

 

② 人事異動 

新 氏名 現 

グループ CSO補佐 

事業役員 
宮脇 彰秀 執行役員 グループ CHRO 

総合企画本部長 兼 人事企画部長 鈴木 俊和 
経営企画部長 

兼 コンプライアンス＆ガバナンス室長 

総合企画本部長補佐 金井 慎一郎 

ADK クリエイティブ・ワン 

事業計画・管理本部長 兼 事業計画局長  

兼 ファイナンス＆ビジネスプロセス局長 

総合企画本部社長室長 吉松 香奈子 経営企画部グループ広報室 

総合企画本部経営企画室長 三浦 敦佑 経営企画部経営企画室長 

財経企画部予算管理室長 

兼 財経企画部長補佐 
内田 哲也 財経企画部長補佐 

グループ業務センタープロセス管理部 

支社業務管理室長 
瀬尾 太郎 グループ業務センタープロセス管理部 

グローバル事業センター 

事業戦略部長 

兼 グローバル事業センター長補佐 

末松 真人 グローバル事業センター長補佐 

グループ監査室長 殿村 良彦 

 

人事企画部長 

 

 

 

【株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ】 

① 機構改革 

1) 第4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を第5アカウント・マネジメン

トユニットに統合する。 

2) 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を廃止する。 

3) 国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部業務推進局を廃止し、第4営業局を新設する。 
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4) データインサイトセンターを廃止する。 

5) DDM戦略デザインセンターを新設し、戦略デザインユニットを新設する。 

6) エクスペリエンス・デザインセンター1、2EXプランニングユニットを統合し、EXプランニングユニットに

改称する。 

7) 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を廃止し、傘下の局をユニ

ットに改称する。 

8) 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を独立し、デジタルビジネスプロデュ

ースセンターに改称する。 

第1～第5デジタルビジネスプロデュース局をデジタルビジネスアカウントユニット、第1～第4デジタ

ルビジネスプロデュースユニットに再編する。 

9) メディアビジネスセンターにメディアビジネス推進本部を新設する。メディアビジネスアドバンス局を

新設し、メディアビジネス企画局、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を

移管する。 

10) 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をグローバルスポーツ事業

開発局に改称する。 

11) プロジェクト・マネジメント本部にアカウント・プロデュース局を新設する。第1、第2プロジェクト・マネ

ジメント局を統合し、プロジェクト・マネジメント局に改称する。 

12) 事業計画本部事業計画室を営業企画室に、メディア計画室をメディア・ソリューション企画室に改

称する。 

13) ストラテジック・プランニング本部をADKクリエイティブ・ワンに移管する。 

 

② 人事異動 

メディア＆ソリューション統括補佐 

事業役員 
久野 哲也 事業役員 

メディア＆ソリューション統括補佐 

事業役員 
望月 謙司 

統合チャネル戦略センター長 

事業役員 

事業役員 

兼 ADKホールディングス  

エンタテインメント＆スポーツ事業統括部長 

兼 TOKYO2020事業室長 

事業役員 

久松 茂治 

ADKホールディングス 

エンタテインメント＆スポーツ事業統括部長 

兼 TOKYO2020事業室長 

事業役員 

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 
武部 晃太郎 

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 

第4アカウント・マネジメントセンター長 

事業役員 
福山 秀夫 

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 
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第4アカウント・マネジメントセンター 

第5カウント・マネジメントユニット長 

兼 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長補佐 

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 
田中 智也 

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 

ダイレクトビジネスセンター長 

事業役員 
佐々木 智隆 

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 

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 

兼 ダイレクトビジネスセンター長補佐 

大野 陽平 
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 

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 
大政 靖彦 

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 

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 
桑原 信行 

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 

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 
池 慎太郎 

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 

国内ネットワークセンター 

関西ネットワーク本部第4営業局長 
真鍋 正樹 

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 

DDM戦略デザインセンター長 

事業役員 
竹下 伸哉 ADKマーケティング・ソリューションズ 

DDM戦略デザインセンター長補佐 川野 ますみ 
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 

DDM戦略デザインセンター 

戦略デザインユニット長 
後藤 真成 

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 

エクスペリエンス・デザインセンター 

EXプランニングユニット長 
和久井 鉱一 

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 

統合チャネル戦略センター長 

事業役員 
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長  

統合チャネル戦略センター 

統合メディアプランニングユニット長 
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 

統合メディアプランニング局長 

統合チャネル戦略センター 

テレビビジネスプロデュースユニット長 
野田 祥永 

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 
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統合チャネル戦略センター 

メディアアカウントプランニングユニット長 
青山 信久 

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 

統合チャネル戦略センター 

データソリューションユニット長 
大沼 陽介 

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 

デジタルビジネスプロデュースセンター長 

事業役員 
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長 

兼 アドテクセンター長補佐 

デジタルビジネスプロデュースセンター 

デジタルビジネスアカウントユニット長 
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2デジタルビジネスプロデュース局長 

デジタルビジネスプロデュースセンター 

第1デジタルビジネスプロデュースユニット長  
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1デジタルビジネスプロデュース局長 

デジタルビジネスプロデュースセンター 

第2デジタルビジネスプロデュースユニット長  
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3デジタルビジネスプロデュース局長 

デジタルビジネスプロデュースセンター 

第3デジタルビジネスプロデュースユニット長  
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4デジタルビジネスプロデュース局長 

デジタルビジネスプロデュースセンター 

第4デジタルビジネスプロデュースユニット長  
大内 秀朗 

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 

メディアビジネスセンター長代理  

兼 第3メディアビジネス本部長 
片岡 耕樹 メディアビジネスセンター長代理 

メディアビジネスセンター 

メディアビジネス推進本部長  

兼 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 

メディアビジネス企画局長 

メディアビジネスセンター 

メディアビジネス推進本部 

メディアビジネスアドバンス局長 

大川 英明 
メディアビジネスセンター 

メディアビジネス企画局 

メディアビジネスセンター 

メディアビジネス推進本部 

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 
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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 

塚本 正道 

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 

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 
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長 

兼 国内ネットワークセンター 

関西ネットワーク本部長補佐 

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 

新庄 誠 

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  

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開発局長 
高橋 直子 

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 

プロジェクト・マネジメント本部 

アカウント・プロデュース局長 
伏屋 幸太郎 

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 

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 
山内 章生 

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 

事業計画本部 

営業企画室長 
竹崎 真理 

事業計画本部  

事業計画室長 

事業計画本部 

メディア・ソリューション企画室長 
細野 和也 

事業計画本部 

メディア計画室長 

 

【株式会社ADKクリエイティブ・ワン】 

① 機構改革 

1) ADK マーケティング・ソリューションズ ストラテジック・プランニング本部及び、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、

改革推進室を、プランニング本部、クリエイティブ本部、製作プロデュース本部、アカウントプロデュ

ース本部、事業計画本部に再編する。 

2) プランニング本部に第 1、第 2 ストラテジック・プランニング局を設置し、第 1、第 2 コミュニケーショ

ン・プランニング局を新設する。 

3) クリエイティブ本部に第 1～第 3クリエイティブ局を新設する。 

4) 製作プロデュース本部に第 1、第 2 クリエイティブ・プロデュース局、第 1、第 2 アクティベーション・

プロデュース局を設置し、デザイン・プロデュース局、プロジェクト・マネジメント局を新設する。 

5) アカウントプロデュース本部にプロダクトプロデュース局、ポストプロダクション局、営業開発局、事

業開発局を新設する。 

6) 事業計画本部に事業計画局、エリアビジネス局を設置し、MS営業サポート局を新設する。 
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② 人事異動 

新 氏名 現 

プランニング本部長 

事業役員 
阿久津 憲 

ADKマーケティング・ソリューションズ 

ストラテジック・プランニング本部長 

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 
武藤 一 

ADKマーケティング・ソリューションズ 

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 

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 
反町 亜沙子 

ADKマーケティング・ソリューションズ 

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 

プランニング本部 

第1コミュニケーション・プランニング局長 
鹿口 渉 

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 

プランニング本部 

第2コミュニケーション・プランニング局長 
有泉 昌 

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 

クリエイティブ本部長 

事業役員 
辻 毅 

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 

クリエイティブ本部 

第1クリエイティブ局長 
田中 壮太郎 

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 

クリエイティブ本部 

第2クリエイティブ局長 
若木 信 

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 

クリエイティブ本部 

第3クリエイティブ局長 
吉田 誠 

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 

製作プロデュース本部長 

事業役員 
原田 太一 

クリエイティブ本部長 

事業役員 

製作プロデュース本部 

第1クリエイティブ・プロデュース局長 

兼 製作プロデュース本部長補佐 

中村 彰宏 
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 

製作プロデュース本部 

第2クリエイティブ・プロデュース局長 
和田 優輝 

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 

製作プロデュース本部 

第1アクティベーション・プロデュース局長  

兼 製作プロデュース本部長補佐 

田所 義教 
アクティベーション本部長補佐  

兼 第1アクティベーション・プロデュース局長  

製作プロデュース本部 

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2アクティベーション・プロデュース局長 
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製作プロデュース本部 

デザイン・プロデュース局長 
竹村 真太郎 

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 

製作プロデュース本部 

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 

クリエイティブ・マネジメント局長 

アカウントプロデュース本部長  

事業役員 

兼 ADKマーケティング・ソリューションズ 

プロジェクト・マネジメント本部PJM営業局長  

武田 康博 

アクティベーション本部長  

事業役員 

兼 ADKマーケティング・ソリューションズ 

プロジェクト・マネジメント本部PJM営業局長  

アカウントプロデュース本部 

プロダクトプロデュース局長  

兼 アカウントプロデュース本部長補佐 

江口 潤 

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 

アカウントプロデュース本部 

ポストプロダクション局長 

兼 アカウントプロデュース本部長補佐 

小泉 日出雄 
ビジネス開発本部長 

事業役員 

アカウントプロデュース本部 

営業開発局長  
橘高 栄一 

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 

アカウントプロデュース本部 

事業開発局長  
西口 洋 

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 

事業計画本部長  

兼 MS営業サポート局長 

事業役員  

裏地 正明 
プロジェクト・マネジメント本部長 

事業役員 

事業計画本部 

事業計画局長 
中條 裕子 改革推進室長 

事業計画本部 

エリアビジネス局長 
小林 幸司 ビジネス開発本部エリアビジネス局長 

 

 

【株式会社 ADKエモーションズ】 

① 機構改革 

1) 事業計画本部にコンテンツ戦略局を新設する。 

 

② 人事異動 

新 氏名 現 

事業計画本部コンテンツ戦略局長 岸川 雄吾 事業計画本部コンテンツ戦略室長 
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本件に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

株式会社ADKホールディングス グループ広報室 平尾/丸山 

TEL. 03-6830-3855  e-mail：adkpr@adk.jp 


