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2015年 12月 1日 

各 位 

 

 

 

 

 

人事異動およ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、2016 年１月１日付をもって、下記の通り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。 

 

※なお、執行役員・セクター統括・センター統括人事につきましては、11 月 12 日発表のリリースと合わせてご覧いただけますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 人事異動（執行役員）について 

取締役執行役員総務・ITセンター統括兼総務・IT本部長 加藤 武 

（現：取締役執行役員国内グループ会社統括本部担当役員） 

取締役執行役員経営企画・人事・ガバナンス担当 中井 規之 

（現：取締役執行役員経営企画担当） 

執行役員人事・ガバナンスセンター統括 春日 均 

（現：執行役員コーポレートセンター統括） 

執行役員国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター担当役員 橘 英邦 

（現：執行役員アカウント・マネジメントセンター担当役員） 

執行役員国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター担当役員 一村 一彦 

（現：執行役員アカウント・マネジメントセンター担当役員兼プロジェクト開発本部長） 

執行役員国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター担当役員 能丸 裕幸 

（現：執行役員統合ソリューションセンター担当役員） 

執行役員 ADKグローバルセクターADKグローバルアジア担当役員 池田 佳弘 

（現：執行役員海外事業統括センター担当役員兼アジア統括本部長） 

執行役員 ADKグローバルセクターADKグローバルアジア担当役員 深澤 律雄 

会社名   

代表者名 代表取締役社長 植野 伸一 

 （東証第一部 コード番号：9747） 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ局長 中島 香 

 Tel 03-6830-3855 
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（現：執行役員海外事業統括センター担当役員） 

執行役員経営企画本部担当役員 山田 淳史 

（現：執行役員国内グループ会社統括本部担当役員） 

執行役員ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター統括兼財経本部長 石渡 義崇 

（現：執行役員ファイナンスセンター統括兼財経本部長） 

 

2. 人事異動（センター統括・統括代理・統括補佐）について 

執行役員国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター統括兼 ADK グローバルセクターADKグ

ローバル東京（センター）統括補佐 加藤隆夫 

（現：アカウント・マネジメントセンター担当役員） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター統括補佐 片岡 操 

（現：デジタル＆データインサイトセンターチーフディレクター兼アカウント・マネジメントセンターチーフディレク

ター） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンター統括代理兼メディア＆データインサイト

セクターM&D事業統括本部メディア・インテグレーション局長 安藤 克彦 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部長兼 DDCソリューション局長） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンター統括補佐 甲斐 雄一郎 

（現：デジタル＆データインサイトセンターマーケティングサイエンス本部長） 

 

3. 人事異動（本部長）について 

専務執行役員エンタテインメント＆スポーツマーケティングセクター統括兼プロジェクト推進本部長  久松 

茂治 

（現：専務執行役員アカウント・マネジメントセンター統括） 

執行役員国内基幹事業セクター第 4 アカウント・マネジメントセンター統括兼第 9アカウント・マネジメント本部

長 寺田 孝志 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部長兼第 1営業局長兼第 3営業局長） 

執行役員メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター統括兼統合メディア営業推進本部長 

阿部 正敏 

（現：執行役員メディア・ビジネスセンター統括） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター統括兼東日本ネットワーク本部長 菅井 浩一 

（現：アカウント・マネジメントセンター東日本ネットワーク本部長兼北海道支社長兼新潟支社長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 1アカウント・マネジメント本部長 金子 敦 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 4営業本部長） 
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国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 2アカウント・マネジメント本部長 佐々木 智隆 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 6営業本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部長 三田 守 

（現：アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 3アカウント・マネジメント本部長兼第 3営業局

長 関根 修 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 9営業本部長兼第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 4アカウント・マネジメント本部長 塩原 一樹 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 5営業本部長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 5アカウント・マネジメント本部長 大須賀 茂人 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 7営業本部長） 

国内基幹事業セクター第 3アカウント・マネジメントセンター第 6アカウント・マネジメント本部長 白石 剛 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 1営業本部長） 

国内基幹事業セクター第 3アカウント・マネジメントセンター第 7アカウント・マネジメント本部長兼第 1営業局

長 山口 佳子 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 8営業本部長） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 8アカウント・マネジメント本部長 中村 俊哉 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター中部ネットワーク本部長 渡辺 全人 

（現：アカウント・マネジメントセンター中部ネットワーク本部長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部長 武田 智哉 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター九州支社長兼営業局長 萩原 稔 

（現：アカウント・マネジメントセンター西日本ネットワーク本部長補佐兼コミュニケーションデザイン局長兼営業

局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンタークリエイティブ本部長兼第 3クリエイティブ局長 宮本 憲男 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ本部長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第１アクティベーション・プランニング本部長 森永 賢治 

（現：統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 2アクティベーション・プランニング本部長 白田 健彦 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 2プロジェクト・マネジメント局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターアクティベーション・プロデュース本部長 丹羽 由紀夫 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 1プロジェクト・マネジメント局長） 
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国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部長 八嶋 実 

（現：統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部第 2 コミュニケーション・アーキテクト局

長） 

国内基幹事業セクター基幹事業戦略本部長 小泉 日出雄 

（現：アカウント・マネジメントセンターチーフディレクター兼営業戦略室長） 

ADKグローバルセクターADKグローバル東京（センター）ADKグローバル東京（本部）長 板谷 康平 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 2営業本部長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部長 望月 謙司 

（現：メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター新聞・雑誌本部長 阿部 健一郎 

（現：メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部統合メディア営業推進局長） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル＆データインサイト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  久地浦 秀政 

（現：デジタル＆データインサイトセンターマーケティングサイエンス本部コミュニケーションチャネルプランニン

グ局長） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部長兼第 1デジタ

ルプランニング局長  河野 左千夫 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部第１デジタルプランニング局長） 

メディア＆データインサイトセクターM&D事業統括本部長  高田 幸郎 

（現：メディア・ビジネスセンター新聞本部長） 

コンテンツ･ビジネスセクターコンテンツ本部長  野田 孝寛 

（現：アカウント・マネジメントセンターチーフディレクター） 

エンタテインメント＆スポーツマーケティングセクター東京 2020オリンピック・パラリンピック本部長  多田 俊

明 

（現：東京 2020 オリンピック・パラリンピックプロジェクト本部長兼アカウント・マネジメントセンターチーフディレ

クター兼東京 2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト本部ソーシャルイノベーション局長） 

エンタテインメント＆スポーツマーケティングセクターエンタテインメント事業本部長  宮本 憲太郎 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターエンタテインメント事業本部長） 

経営企画本部長兼経営企画室長兼人事・ガバナンスセンターコーポレートガバナンス室長  鈴木 俊和 

（現：経営企画本部長兼経営企画室長） 

人事・ガバナンスセンター人材開発本部長 工藤 克人 

（現：コーポレートセンター人材開発本部長） 

ファイナンス＆プロセスマネジメントセンタープロセスマネジメント本部長 鈴木 一彦 
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（現：プロセスマネジメント本部長） 

ファイナンス＆プロセスマネジメントセンター予算統制業務管理本部長 勝村 良一 

（現：コーポレートセンターコーポレート本部長兼総務局長） 

 

4. 人事異動（局長）について 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 1アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

武田 康博 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 4営業本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 1アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

阿部 知也 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 6営業本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 1アカウント・マネジメント本部第 3営業局長 

碓井 淳 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 6営業本部第 1営業局） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 2アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

松本 卓也 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 2アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

岩本 康治 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部第 4営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 2アカウント・マネジメント本部第 3営業局長 

岩沢 祐二 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 7営業本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンター第 2アカウント・マネジメント本部第 4営業局長 

都富 祐樹 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 6営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部第 1営業局長 坂田 武 

（現：アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 1アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部統合プランニング局長 

金子 謹也 

（現：アカウント・マネジメントセンターダイレクトビジネス本部統合プランニング局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 3アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

松波 孝治 
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（現：アカウント・マネジメントセンター第 9営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 3アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

吉田 浩修 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 9営業本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 4アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

木下 実 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 5営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 4アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

大給 達也 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 5営業本部第 1営業局） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 4アカウント・マネジメント本部第 3営業局長 

佐藤 圭 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 4営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 5アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

丸山 裕之 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 7営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 5アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

川島 功 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 7営業本部第 4営業局長） 

国内基幹事業セクター第 2アカウント・マネジメントセンター第 5アカウント・マネジメント本部第 3営業局長 

大槻 直史 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 2営業本部第 2営業局） 

国内基幹事業セクター第 3アカウント・マネジメントセンター第 6アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

前田 衛 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 1営業本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 3アカウント・マネジメントセンター第 6アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

杉浦 公則 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 1営業本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 8アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

福岡 克文 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部第 4営業局） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 8アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

園田 哲郎 
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（現：アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 8アカウント・マネジメント本部第 3営業局長 

金井 文隆 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 8アカウント・マネジメント本部第 4営業局長 

松崎 徹 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 9アカウント・マネジメント本部第 1営業局長 

岡 秀治 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部第 1営業局） 

国内基幹事業セクター第 4アカウント・マネジメントセンター第 9アカウント・マネジメント本部第 2営業局長 

水上 浩 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 3営業本部第 4営業局） 

国内基幹事業セクターAMC ソリューション開発局長 

繁田 智雄 

（現：アカウント・マネジメントセンターAMCソリューション開発局長） 

国内基幹事業セクター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 埴原 武 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 5営業本部） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター東日本ネットワーク本部東北支社長兼営業開発局長 

赤星 誠也 

（現：アカウント・マネジメントセンター東日本ネットワーク本部東北支社長兼東日本営業局長） 

国内基幹事業セクター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 

（現：アカウント・マネジメントセンター東日本ネットワーク本部東北支社） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター中部ネットワーク本部第 1営業局長 白井 博 

（現：アカウント・マネジメントセンター中部ネットワーク本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター中部ネットワーク本部第 2営業局長 宮本 博司 

（現：アカウント・マネジメントセンター中部ネットワーク本部第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター中部ネットワーク本部メディアコンテンツ局長 

梅村 剛司 

（現：アカウント・マネジメントセンター中部ネットワーク本部メディアコンテンツ局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター中部ネットワーク本部コミュニケーションデザイン局長 

大山 正晃 

（現：アカウント・マネジメントセンター中部ネットワーク本部コミュニケーションデザイン局長） 
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国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部第 1営業局長 清水 渉 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部第 1営業局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部第 2営業局長 酒井 則和 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部長補佐兼第 2営業局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部第 3営業局長 山口 正典 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部第 3営業局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部メディア局長 松本 晃治 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部長補佐兼メディア局長） 

国内基幹事業セクター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長 坂本 哲也 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部業務推進局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部岡山支社長 水野 博之 

（現：アカウント・マネジメントセンター関西ネットワーク本部岡山支社長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター九州支社メディアコミュニケーション局長 波多野 敦美 

（現：アカウント・マネジメントセンター西日本ネットワーク本部メディア局長） 

国内基幹事業セクター国内ネットワークセンター国内ネットワークサポート局長 田仲 正一 

（現：アカウント・マネジメントセンター国内ネットワークサポート局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンタークリエイティブ本部第 1クリエイティブ局長 原田 太一 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ本部第 1クリエイティブ・ディレクション局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンタークリエイティブ本部第 2クリエイティブ局長 藤井 徹 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ本部第 2クリエイティブ・ディレクション局） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンタークリエイティブ本部関西クリエイティブ局長兼国内ネットワー

クセンター関西ネットワーク本部クリエイティブ局長 中澤 良直 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ本部関西クリエイティブ局長兼アカウント・マネジメントセンター

関西ネットワーク本部クリエイティブ局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 1 アクティベーション・プランニング本部第 1 アクティベー

ション・プランニング局長 阿久津 憲 

（現：統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部第 2ストラテジック・プランニング局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 1 アクティベーション・プランニング本部第 2 アクティベー

ション・プランニング局長 辻本 明信 

（現：統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部第 1ストラテジック・プランニング局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 1 アクティベーション・プランニング本部第 3 アクティベー

ション・プランニング局長 鹿口 渉 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 2 アクティベーション・プランニング局
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長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 1 アクティベーション・プランニング本部関西ソリューショ

ン局長兼国内ネットワークセンター関西ネットワーク本部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アクティベーション・マネジメント本部関西ソリューション局長兼アカウント・マ

ネジメントセンター関西ネットワーク本部ソリューション局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 1 アクティベーション・プランニング本部コンシューマー・

アクティベーション開発室長 三谷 真人 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部コンシューマー・アクティベーション開発

室長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 2 アクティベーション・プランニング本部第 4 アクティベー

ション・プランニング局長 藤田 岳志 

（現：統合ソリューションセンターストラテジック・プランニング本部第 3ストラテジック・プランニング局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 2 アクティベーション・プランニング本部第 5 アクティベー

ション・プランニング局長 馬塲 克夫 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 1 アクティベーション・プランニング局

長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 2 アクティベーション・プランニング本部第 6 アクティベー

ション・プランニング局長 和久井 鉱一 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 1アクティベーション・プランニング局） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンター第 2アクティベーション・プランニング本部デジタル・アクティ

ベーション室長 田中 英夫 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターアクティベーション・プロデュース本部リソース・マネジメント

局長 稲垣 智彦 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部リソース・マネジメント局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターアクティベーション・プロデュース本部グローバル・プロモー

ション局長 小野 満志呂 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部グローバル・プロモーション開発局長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターアクティベーション・プロデュース本部第 1 プロジェクト・マネ

ジメント局長 田所 義教 

（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部リソース・マネジメント局） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターアクティベーション・プロデュース本部第 2 プロジェクト・マネ

ジメント局長 大久保 久司 
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（現：統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部第 2プロジェクト・マネジメント局） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部第 1 コミュニケーショ

ン・アーキテクト局長 中井川 功 

（現：統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部第 1 コミュニケーション・アーキテクト局

長） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部第 2 コミュニケーショ

ン・アーキテクト局長 金行 利博 

（現：統合ソリューションセンターコミュニケーション・アーキテクト本部第１コミュニケーション・アーキテクト局） 

国内基幹事業セクター統合ソリューションセンターISCマネジメント局長 裏地 正明 

（現：統合ソリューションセンタークリエイティブ本部クリエイティブ・マネジメント局長） 

国内基幹事業セクター基幹事業戦略本部事業推進局長 矢ヶ部 賢善 

（現：アカウント・マネジメントセンター営業戦略室） 

ADK グローバルセクターADK グローバル東京（センター）ADK グローバル東京（本部）第 1 アカウント・プラン

ニング局長内垣 宏子 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 2営業本部第 1営業局長） 

ADK グローバルセクターADK グローバル東京（センター）ADK グローバル東京（本部）第 2 アカウント・プラン

ニング局長 加藤 貴治 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 2営業本部第 2営業局長） 

ADK グローバルセクターADK グローバル東京（センター）ADK グローバル東京（本部）第 3 アカウント・プラン

ニング局長 大塚 伸広 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 2営業本部第 3営業局長） 

ADKグローバルセクターADKグローバルマネジメント局長 地曳 正義 

（現：海外事業統括センターグローバルネットワーク本部グローバルネットワークマネジメント局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部統合メディア営業推

進局長 打越 健之 

（現：デジタル＆データインサイトセンターマーケティングサイエンス本部チャネルプランニング局） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部テレビ営業推進局長 

野田 祥永 

（現：メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部テレビ営業推進局） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部アウトオブホームメ

ディア局長 杉本 隆 

（現：メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部アウトオブホームメディア局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部テレビ局長 片岡 耕樹 
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（現：メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部テレビ局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部テレビスポット局長 和田 尚

志 

（現：メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部テレビ営業推進局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部ラジオ局長 小島 一洋 

（現：メディア・ビジネス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＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部衛星テレビ局長 菅野 理介 

（現：メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部衛星テレビ局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部業務局長 東山 雅一 

（現：メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部テラ本部業務局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター新聞・雑誌本部新聞局長 細野 和也 

（現：メディア・ビジネスセンター新聞本部新聞局長） 

メディア＆データインサイトセクターメディア・ビジネスセンター新聞・雑誌本部雑誌局長 北山 有紀 

（現：メディア・ビジネスセンター雑誌本部雑誌局） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターコミュニケーションチャネルプランニン

グ本部コミュニケーションチャネルプランニング局長 家村 義彦 

（現：デジタル＆データインサイトセンターマーケティングサイエンス本部コミュニケーションチャネルプランニン

グ局） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイト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 小柳 育映 

（現：デジタル＆データインサイトセンターマーケティングサイエンス本部） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 2 デジタルプ

ランニング局長 並河 圭 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 2デジタルプランニング局長） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 3 デジタルプ

ランニング局長 大内 秀朗 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 3デジタルプランニング局長） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 4 デジタルプ

ランニング局長 関口 聡 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 2デジタルプランニング局） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 5 デジタルプ

ランニング局長 本松 慎二郎 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部第 1デジタルプランニング局） 
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メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターデジタルビジネス本部 DB 企画局長 

柳田 建治郎 

（現：デジタル＆データインサイトセンターデジタルビジネス本部） 

メディア＆データインサイトセクターデジタル&データインサイトセンターDDI リ・マーケティング局長 村本 美知 

（現：デジタル＆データインサイトセンターDDC ソリューション局） 

メディア＆データインサイトセクターM&D事業統括本部 M&D統括マネジメント局長 末永 建治 

（現：メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部ラジオ局長） 

コンテンツ・ビジネスセクターコンテンツ本部第 1 コンテンツビジネス局長 堤 直之 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターコンテンツ本部第 1 コンテンツビジネス局長兼海外ライツ局長） 

コンテンツ・ビジネスセクターコンテンツ本部第 2 コンテンツビジネス局長 波多野 淳一 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターコンテンツ本部第 2 コンテンツビジネス局長） 

コンテンツ・ビジネスセクターコンテンツ本部コンテンツ企画局長 麻生 一宏 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターコンテンツ本部第 2 コンテンツビジネス局） 

コンテンツ・ビジネスセクターコンテンツビジネス推進・計画室長 佐々木 裕 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターコンテンツビジネスマネジメント室長） 

エンタテインメント&スポーツマーケティングセクター東京 2020 オリンピック・パラリンピック本部東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック局長 栃原 克仁 

（現：東京 2020 オリンピック・パラリンピックプロジェクト本部東京 2020 オリンピック・パラリンピックプロジェクト

局長） 

エンタテインメント&スポーツマーケティングセクタープロジェクト推進本部プロジェクト推進局長 水野 克美 

（現：アカウント・マネジメントセンタープロジェクト開発本部第 2営業局長） 

エンタテインメント&スポーツマーケティングセクターエンタテインメント事業本部文化・スポーツ事業局長 西

口 洋 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターエンタテインメント事業本部文化・スポーツ事業局長） 

エンタテインメント&スポーツマーケティングセクターエンタテインメント事業本部キャスティング事業局長 阿部 

英統 

（現：コンテンツ・ビジネスセンターエンタテインメント事業本部キャスティング事業局） 

エンタテインメント&スポーツマーケティングセクター東京 2020 オリンピック・パラリンピックキャラクター事業室

長 斉藤 和哉 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 8営業本部） 

人事・ガバナンスセンター人材開発本部人事局長 佐久間 隆行 

（現：コーポレートセンター人材開発本部人事局長） 

人事・ガバナンスセンター法務局長 佐藤 和人 
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（現：コーポレートセンター法務局） 

人事・ガバナンスセンター社長室長兼人材開発本部グループ人事企画局長 殿村 良彦 

（現：社長室長） 

総務・ITセンター総務・IT本部総務局長 石嶋 謙一 

（現：国内グループ会社統括本部） 

総務・ITセンター総務・IT本部 IT戦略推進局長 太田 雅人 

（現：コーポレートセンターコーポレート本部ＩＴ業務推進局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンター財経本部経理局長 宇野沢 史紀 

（現：ファイナンスセンター財経本部経理局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンター財経本部財務局長 清水 治行 

（現：ファイナンスセンター財経本部財務局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンタープロセスマネジメント本部 PM戦略局長 金井 慎一郎 

（現：プロセスマネジメント本部 PM戦略局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンタープロセスマネジメント本部購買局長 福永 貴之 

（現：プロセスマネジメント本部プロセス業務推進局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンタープロセスマネジメント本部プロセス管理局長 石原 和寿 

（現：アカウント・マネジメントセンター第 8営業本部第 1営業局長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンター予算統制業務管理本部業務管理局長 宮河 正明 

（現：グループ監査室長） 

ファイナンス&プロセスマネジメントセンター予算統制業務管理本部予算統制管理局長 伊東 政尚 

（現：ファイナンスセンター予算・統制管理局長） 

グループ監査室長 関根 澄人 

（現：プロセスマネジメント本部プロセス業務管理局長） 

 

5. 機構改革について 

1） 第 1アカウント・マネジメントセンターに第 1アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 3営業局を設

置する 

2） 第 1アカウント・マネジメントセンターに第 2アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 4営業局を設

置する 

3） 第 1 アカウント・マネジメントセンターにダイレクトビジネス本部を設置し、第 1 営業局、統合プランニング

局を設置する 

4） 第 2アカウント・マネジメントセンターに第 3アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 3営業局を設

置する 
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5） 第 2アカウント・マネジメントセンターに第 4アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 3営業局を設

置する 

6） 第 2アカウント・マネジメントセンターに第 5アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 3営業局を設

置する 

7） 第 3 アカウント・マネジメントセンターに第 6 アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1・第 2 営業局を設

置する 

8） 第 3アカウント・マネジメントセンターに第 7アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1営業局を設置する 

9） 第 4アカウント・マネジメントセンターに第 8アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1～第 4営業局を設

置する 

10） 第 4 アカウント・マネジメントセンターに第 9 アカウント・マネジメント本部を新設し、第 1・第 2 営業局を設

置する 

11） 国内基幹事業セクターに AMC ソリューション開発局を設置する 

12） 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、関西ネットワーク本部を設

置し、西日本ネットワーク本部を九州支社に改称の上、国内ネットワークセンターに設置する 

13） メディア局とコミュニケーションデザイン局を統合しメディアコミュニケーション局とし、営業局とともに九州

支社に設置する 

14） 東日本営業局を営業開発局に改称の上、東日本ネットワーク本部に設置する 

15） 国内ネットワークサポート局を国内ネットワークセンターに移管する 

16） 統合ソリューションセンターにクリエイティブ本部、第 1・第 2 アクティベーション・プランニング本部、アクテ

ィベーション・プロデュース本部、コミュニケーション・アーキテクト本部、ISC計画局を改称の上 ISCマネジ

メント局を設置する 

17） クリエイティブ本部各局を第 1～第 3クリエイティブ局、関西クリエイティブ局に再編する 

18） ストラテジック・プランニング本部、アクティベーション・マネジメント本部を第 1・第 2 アクティベーション・プ

ランニング本部、アクティベーション・プロデュース本部に再編する。 

19） 第 1 アクティベーション・プランニング本部に第 1～第 3 アクティベーション・プランニング局、関西ソリュー

ション局、コンシューマー・アクティベーション開発室を設置する 

20） 第 2アクティベーション・プランニング本部に第 4～第 6アクティベーション・プランニング局、デジタル・アク

ティベーション室を設置する 

21） アクティベーション・プロデュース本部にリソース・マネジメント局、グローバル・プロモーション局、第 1・第

2プロジェクトマネジメント局を設置する 

22） 国内基幹事業セクターに基幹事業戦略本部を新設し、営業戦略室を改称の上事業推進局を設置する 

23） ADKグローバル東京（センター）に ADKグローバル東京（本部）を新設し、第 1～第 3アカウント・プランニ

ング局を設置する 
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24） ADKグローバルセクターに ADKグローバルマネジメント局を設置する 

25） 中国統括本部、アジア統括本部、グローバルネットワーク本部を廃する 

26） 新聞本部、雑誌本部を統合し新聞・雑誌本部としメディア・ビジネスセンターに置き、新聞局、雑誌局を設

置する 

27） マーケティングサイエンス本部をコミュニケーションチャネルプランニング本部に改称し、コミュニケーショ

ンチャネルプランニング局を設置し、データサイエンス局をデータソリューション局に改称の上、設置する 

28） デジタルビジネス本部各局を第 1～第 5デジタルプランニング局、DB企画局に再編する 

29） DDC ソリューション局を廃する 

30） デジタル&データインサイトセンターに DDI リ・マーケティング局を新設する 

31） メディア&データインサイトセクターに M&D 事業統括本部を新設し、M&D 統括マネジメント局、メディア・イ

ンテグレーション局を設置する 

32） コンテンツ本部をコンテンツ・ビジネスセクターに移管する 

33） 海外ライツ局、グローバルコンテンツビジネス局を第 1 コンテンツビジネス局に統合する 

34） コンテンツ本部にコンテンツ企画局を新設する 

35） コンテンツビジネスマネジメント室をコンテンツビジネス推進・計画室に改称し、コンテンツ・ビジネスセクタ

ーに設置する 

36） 東京 2020 オリンピック・パラリンピックプロジェクト本部を東京 2020 オリンピック・パラリンピック本部に改

称の上、エンタテインメント＆スポーツマーケティングセクターに移管する 

37） 東京 2020 オリンピック・パラリンピック本部にソーシャルイノベーション局を統合し、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックプロジェクト局を東京 2020オリンピック・パラリンピック局に改称の上設置する 

38） プロジェクト開発本部をプロジェクト推進本部に改称の上、エンタテインメント＆スポーツマーケティングセ

クターに移管する 

39） 第 1・第 2営業局を再編し、プロジェクト推進本部にプロジェクト推進局を設置する 

40） エンタテインメント事業本部をエンタテインメント＆スポーツマーケティングセクターに移管する 

41） エンタテインメント＆スポーツマーケティングセクターに東京 2020 オリンピック・パラリンピックキャラクター

事業室を新設する 

42） 国内グループ会社統括本部を経営企画本部に統合する 

43） コーポレートセンターを人事・ガバナンスセンター、総務・ITセンターに再編する 

44） 人事・ガバナンスセンターに人材開発本部、法務局、社長室を設置し、コーポレートガバナンス室を新設

する 

45） 人材開発本部にグループ人事企画局を新設する 

46） コーポレート・コミュニケーション局を社長室に統合する 

47） 総務・IT センターに総務・IT 本部を設置し、総務局、IT 業務推進局を IT 戦略推進局に改称の上、設置す
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る 

48） プロセスマネジメント本部をファイナンス＆プロセスマネジメントセンターに移管し、PM戦略局、購買局、プ

ロセス管理局を設置する 

49） 予算統制業務管理本部をファイナンス&プロセスマネジメントセンターに新設し、業務管理局、予算統制管

理局を設置する 

 

 

以上 


