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   2014年 11月 27日 

各位 

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 広報室長 中島 香 

 Tel 03（6830）3855 

 

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、2015 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。 

 

記 

 

1. 人事異動（チーフディレクター・本部長・本部長補佐）について 

アカウント・マネジメントセンターチーフディレクター 野田 孝寛 

（現：アカウント・マネジメントセンター第７営業本部長） 

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長兼ソーシャルイノベーション局長  多田 俊明 

（現：メディア・コンテンツ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） 

統合ソリューションセンターチーフディレクター 清水 健 

（現：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４クリエイティブ・ディレクション局長兼クリエイティブ・マネジメント局） 

海外事業統括センター中国統括本部チーフディレクター 蒲生 岳人 

（現：海外事業統括センター兼アカウント・マネジメントセンター） 

プロセスマネジメント本部チーフディレクター 前澤 弘之 

（現：ファイナンスセンターチーフディレクター兼財経本部業務管理局長） 

アカウント・マネジメントセンター第１営業本部長 白石 剛     

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部副本部長兼メディア・コンテンツセンターグローバルコンテンツビジネス推進室） 

アカウント・マネジメントセンター第２営業本部長 板谷 康平       

（現：アカウント・マネジメントセンター第４営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第５営業本部長 塩原 一樹     

（現：海外事業統括センターアジア統括本部本部長補佐） 

アカウント・マネジメントセンター第７営業本部長 大須賀 茂人     

（現：アカウント・マネジメントセンター第７営業本部副本部長） 
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アカウント・マネジメントセンター第９営業本部長 関根 修  

（現：アカウント・マネジメントセンター第４営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部長 武田 智哉  

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部長） 

メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部長 中村 達朗      

（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） 

統合ソリューションセンター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クリエイティブ本部第３クリエイティブ・ディレクション局長） 

経営企画本部長兼経営企画室長 鈴木 俊和   

（現：経営企画本部経営企画室長兼人材開発本部） 

コーポレート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コーポレート本部総務局長） 

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本部長補佐兼第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第２営業局長） 

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本部長補佐兼メディア局長 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メディア・コンテンツ局長） 

 

2. 人事異動（局長）について 

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 前田 衛 

（ 現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部兼グローバルネットワーク本部兼メディア・コンテンツセンターグローバルコンテンツビジネス推進室 ） 

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 杉浦 公則 

（現：アカウント・マネジメントセンター第５営業本部） 

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 内垣 宏子 

（ 現：アカウント・マネジメントセンター第２営業本部副本部長兼デジタル＆データインサイトセンター ） 

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 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） 

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 大塚 伸広 

（現：アカウント・マネジメントセンター第２営業本部長） 

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 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） 

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 松本 卓也 

（現：アカウント・マネジメントセンター第３営業本部副本部長） 
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アカウント・マネジメントセンター第３営業本部第３営業局長 渡部 晴彦 

（現：アカウント・マネジメントセンター第３営業本部副本部長） 

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 岩本 康治 

（現：アカウント・マネジメントセンター第３営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第３営業本部第５営業局長 保科 稔 

（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副本部長） 

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 武田 康博 

（現：アカウント・マネジメントセンター第４営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第４営業本部第２営業局長 井上 真 

（現：アカウント・マネジメントセンターグローバルビジネス本部副本部長） 

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 佐藤 圭 

（現：アカウント・マネジメントセンターグローバルビジネス本部兼第２営業本部） 

アカウント・マネジメントセンター第５営業本部第１営業局長 佐野 勝俊 

（現：アカウント・マネジメントセンター第５営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第５営業本部第２営業局長 苅部 淳 

（現：アカウント・マネジメントセンター第５営業本部副本部長兼第１営業本部） 

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 木下 実 

（現：アカウント・マネジメントセンターグローバルビジネス本部副本部長） 

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 阿部 知也 

（現：アカウント・マネジメントセンター第６営業本部副本部長） 

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 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） 

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 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） 

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 岩沢 祐二 

（現：アカウント・マネジメントセンター第７営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第７営業本部第２営業局長 近藤 徹 

（現：アカウント・マネジメントセンター第７営業本部） 

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 丸山 裕之 

（現：アカウント・マネジメントセンター第７営業本部副本部長） 

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 川島 功 

（現：アカウント・マネジメントセンター第５営業本部） 
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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 石原 和寿 

（現：アカウント・マネジメントセンター第８営業本部副本部長） 

アカウント・マネジメントセンター第９営業本部第１営業局長 富樫 昌義 

（現：アカウント・マネジメントセンター第４営業本部） 

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 吉田 浩修 

（現：アカウント・マネジメントセンター第６営業本部副本部長） 

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 松波 孝治 

（現：アカウント・マネジメントセンター第４営業本部） 

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 金井 文隆 

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部副本部長） 

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 園田 哲郎 

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部副本部長） 

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 松崎 徹 

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部副本部長） 

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１営業局長 原田 幸之介 

（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副本部長） 

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 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副本部長兼第５営業本部） 

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副本部長） 

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副本部長） 

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 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） 

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 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２営業局） 

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本部長補佐兼営業局長兼コミュニケーション・デザイン局長 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本部長補佐兼コミュニケーション・デザイン局長） 

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 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） 

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兼中国支社長 小沢 利男 

（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） 
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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  栃原 克仁 

（現：2020 東京オリンピック・パラリンピックプロジェクト局長兼メディア・コンテンツ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） 

海外事業統括センター中国統括本部本部長補佐兼チャイナソリューション局長 山崎 忠浩 

（現：海外事業統括センター中国統括本部本部長補佐） 

海外事業統括センターアジア統括本部 ARO局長 林 義一 

（現：海外事業統括センターアジア統括本部） 

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  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兼アジア統括本部兼中国統括本部兼ファイナンスセンター財経本部） 

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 小島 一洋 

（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） 

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 末永 建治 

（現：メディア・コンテンツ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兼ストラテジック・プランニング本部 ） 

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・コンテンツセンターテレビラジオ本部ラジオ局長） 

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・コンテンツセンターテレビラジオ本部業務マネジメント局） 

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 阿部 健一郎 

（現：アカウント・マネジメントセンター第１営業本部） 

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 和田 尚志 

（現：メディア・コンテンツ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兼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） 

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 堤 直之 

（現：メディア・コンテンツセンターコンテンツ本部第１コンテンツビジネス局） 

コンテンツ・ビジネスセンターコンテンツ本部グローバルコンテンツビジネス局長 生田 英隆 

（現：メディア・コンテンツセンターグローバルコンテンツビジネス推進室兼コンテンツ本部海外ライツ局兼アカウント・マネジメントセンター第１営業本部 ） 

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 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３クリエイティブ・ディレクション局） 

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） 

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  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） 

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  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） 
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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データマネジメント室長） 

プロセスマネジメント本部プロセス業務管理局長 関根 澄人  

（現：プロセスマネジメント本部ビジネスプロセス局長） 

プロセスマネジメント本部プロセス業務推進局長 福永 貴之  

（現：プロセスマネジメント本部ビジネスプロセス局） 

社長室長 殿村 良彦 

（現：経営企画本部） 

コーポレートセンターコーポレート本部長兼総務局長 勝村 良一 

（現：コーポレートセンターコーポレート本部長） 

コーポレートセンターコーポレート本部コーポレート・コミュニケーション局長 中島 香 

（現：コーポレートセンター） 

ファイナンス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ファイナンシャル・コントロール室長） 

 

3. 機構改革について 

1） アカウント・マネジメントセンターに第９営業本部と第 10営業本部を新設する。 

2） 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新設する。 

3） アカウント・マネジメントセンター第１営業本部に第１営業局、第２営業局を新設する。 

4） アカウント・マネジメントセンター第２営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

5） アカウント・マネジメントセンター第３営業本部に第１営業局～第５営業局を新設する。 

6） アカウント・マネジメントセンター第４営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

7） アカウント・マネジメントセンター第５営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

8） アカウント・マネジメントセンター第６営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

9） アカウント・マネジメントセンター第７営業本部に第１営業局～第４営業局を新設する。 

10） アカウント・マネジメントセンター第８営業本部に第１営業局を新設する。 

11） アカウント・マネジメントセンター第９営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

12） アカウント・マネジメントセンター第 10営業本部に第１営業局～第３営業局を新設する。 

13） 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に第１営業局、第２営業局を新設する。 

14） アカウント・マネジメントセンターグローバルビジネス本部を廃する。 

15） 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に第１営業局、統合プランニング局を新設する。 

16） 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に東日本営業局を新設する。 

17） 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メディア・コンテンツ局をメディア局に改称する。 
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18） 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新設し、東京 2020オリンピック・パラ

リンピックプロジェクト局、ソーシャルイノベーション局を設置する。 

19） 海外事業統括センターアジア統括本部に ARO局を新設する。 

20） 海外事業統括センターグローバルネットワーク本部にグローバルネットワークマネジメント局を設置する。 

 

＊2014年 11月 11日発表のリリースで、1月 1日付でメディア・コンテンツセンターをメディア・ビジネス

センターに改称し、コンテンツ・ビジネスセンターを新設する旨を発表しております。これに伴い、コンテ

ンツ本部とエンタテインメント事業本部はコンテンツ・ビジネスセンターに移管されます。 

 

21） メディア・ビジネスセンターテレビラジオ本部業務マネジメント局を業務局に改称する。 

22） メディア・ビジネスセンター統合メディア営業推進本部にテレビ営業推進局を新設する。 

23） メディア・コンテンツセンター直下にあったグローバルコンテンツビジネス推進室をコンテンツ・

ビジネスセンターコンテンツ本部に移管し、グローバルコンテンツビジネス局に改称する。 

24） メディア・コンテンツセンターメディア・コンテンツ計画局を廃する。 

25） 統合ソリューションセンタークリエイティブ本部第１～第４クリエイティブ･ディレクション局を  

第１・第２クリエイティブ･ディレクション局に再編する。 

26） 統合ソリューションセンターアクティベーション・マネジメント本部にグローバル・プロモーション開発局を新設する。 

27） プロセスマネジメント本部を PM 戦略局、プロセス業務管理局、プロセス業務推進局に再編する。 

28） 社長室を新設する。 

29） 人材開発室を人事局に統合する。 

30） コーポレートセンターコーポレート本部にコーポレート・コミュニケーション局を新設する。 

31） 法務局をコーポレートセンター直下に移管する。 

32） ファイナンスセンター財経本部を経理局、財務局に再編する。 

 

以上 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

株式会社アサツー ディ・ケイ 広報室 中島 

TEL：03-6830-3855  FAX：03-5253-6456 


