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2020 年 12 月 2 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、2021 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. 取締役の異動 

【株式会社 ADK クリエイティブ・ワン】 

新 氏名 現 

取締役 

事業計画本部長  

兼 MS 営業サポート局長 

裏地 正明 

事業計画本部長  

兼 MS 営業サポート局長 

事業役員 

 

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) 法務・コンプライアンス部にコンプライアンス＆ガバナンス室を新設する。 

2) 財経企画部プロセス設計室を予算管理室に統合する。 

3) グループ業務センタープロセス管理部原価管理室を購買プロセス管理室に改称する。 

4) グループ業務センターIT 部に情報セキュリティ室を新設する。  

 

② 人事異動 

新 氏名 現 

法務・コンプライアンス部長代理 乗本 乃輔 
法務・コンプライアンス部  

法務室長 

財経企画部長代理 内田 哲也 
財経企画部予算管理室長 

兼 財経企画部長補佐 

法務・コンプライアンス部 

法務室長 
樋口 健太郎 法務・コンプライアンス部法務室 

法務・コンプライアンス部 

コンプライアンス＆ガバナンス室長 
井手 章臣 法務・コンプライアンス部 



 

2 

 

財経企画部 

予算管理室長 
荒井 智 

財経企画部  

予算管理室 

グループ業務センター 

プロセス管理部長 

兼 購買プロセス管理室長 

宇野沢 史紀 

グループ業務センタープロセス管理部長 

兼 原価管理室長 

兼 財経企画部長補佐 

グループ業務センター 

ＩＴ部 

ＩＴ推進室長 

上原 達也 

グループ業務センター 

ＩT 部 

IT 推進室 

グループ業務センター 

IT 部 

情報セキュリティ室長 

今井 利明 

グループ業務センター 

IT 部 

IT 推進室長 

 

【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を廃止する。 

2) 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・マネジメントユニットを新設する。 

3) 第4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を廃止する。 

4) ダイレクトビジネスセンターをグロースマーケティングセンターに改称する。 

5) DDMアカウント・マネジメントセンターに第8アカウント・マネジメントユニットを新設する。 

6) ストラテジックプランニングセンターを設置する。 

7) ストラテジックプランニングセンターにADKクリエイティブ・ワンよりプランニング本部第1～2ストラテ

ジック・プランニング局を移管し、第1～2ストラテジック・プランニングユニットに改称する。 

8) エクスペリエンス・デザインセンターEXドリブンユニットを独立し、alphaboxユニットに改称する。 

9) アドテク本部にプラットフォーム＆アドプロダクト局を新設する。 

10) プロジェクト・マネジメント本部プロジェクト・マネジメント局をソーシングマネジメント局に改称する。 

 

② 人事異動 

メディア＆ソリューション統括代理 

事業役員 
久野 哲也 

メディア＆ソリューション統括補佐 

事業役員 

メディア＆ソリューション統括代理 

事業役員 
望月 謙司 

メディア＆ソリューション統括補佐 

兼 アドテク本部長 

事業役員 

第１アカウント・マネジメントセンター長 

兼 第2アカウント・マネジメントユニット長 

事業役員 

坂本 英紀 
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 

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 

兼 第1アカウント・マネジメントセンター長補佐  

岩沢 祐二 
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 
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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 
横山 明彦 

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 

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 
佐藤 陽平 

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 

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2アカウント・マネジメントユニット長 

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 
原 亨 

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 

DDMアカウント・マネジメントセンター  

第8アカウント・マネジメントユニット長 
岡 秀治 

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 

ストラテジックプランニングセンター長 

事業役員 
阿久津 憲 

ADKクリエイティブ・ワン 

プランニング本部長 

事業役員 

ストラテジックプランニングセンター 

第1ストラテジック・プランニングユニット長 
武藤 一 

ADKクリエイティブ・ワン 

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 

ストラテジックプランニングセンター 

第2ストラテジック・プランニングユニット長 
反町 亜沙子 

ADKクリエイティブ・ワン 

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 

alphaboxユニット長 藤田 岳志 

エクスペリエンス・デザインセンター 

ＥＸドリブンユニット長 

兼 エクスペリエンス・デザインセンター長補佐 

エクスペリエンス・デザインセンター長 

兼 EXクリエイティブユニット長 

事業役員 

白田 健彦 
エクスペリエンス・デザインセンター長 

事業役員 

メディアビジネスセンター長 

事業役員 
片岡 耕樹 

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 

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 メディアビジネスセンター長補佐 

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長 

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 

兼 テレビスポット局長 

高野 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 

テレビスポット局長 

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 

倉重 美紀 

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 
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アドテク本部長 関口 聡 ADKマーケティング・ソリューションズ 

アドテク本部 

プラットフォーム＆アドプロダクト局長 
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 

出版ビジネス局長 

事業役員 安藤 克彦 
メディアビジネスセンター長 

事業役員 

エンタテインメント＆スポーツ事業開発本部長補佐 小泉 日出雄 

ADKクリエイティブ・ワン  

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 

事業計画本部長 丸山 裕之 第1アカウント・マネジメントセンター長 

事業計画本部長補佐 高田 幸郎 事業計画本部長 

 

【株式会社ADKクリエイティブ・ワン】 

① 機構改革 

1) プランニング本部第1～2ストラテジック・プランニング局を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センターに移管する。 

2) 製作プロデュース本部第1～2クリエイティブ・プロデュース局、デザイン・プロデュース局及びプロジ

ェクト・マネジメント局をクリエイティブ本部に移管する。 

3) 製作プロデュース本部をアクティベーション本部に改称する。 

4) アクティベーション本部第1～2アクティベーション・プロデュース局を統合し、アクティベーション・プロ

デュース局に再編する。 

5) プランニング本部第1～2コミュニケーション・プランニング局をアクティベーション本部に移管する。 

6) アカウントプロデュース本部をビジネスデベロップメント本部に改称する。 

7) ビジネスデベロップメント本部ポストプロダクション局を廃止し、デジタル・コミュニケーション局を新

設する。 

8) 事業計画本部エリアビジネス局をエリアソリューション局に改称する。 

 

② 人事異動 

新 氏名 現 

クリエイティブ本部 

第2クリエイティブ局長 

兼 クリエイティブ本部長補佐 

若木 信 
クリエイティブ本部 

第2クリエイティブ局長 



 

5 

 

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 
中村 彰宏 

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 

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 
和田 優輝 

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 

クリエイティブ本部 

デザイン・プロデュース局長 
渡辺 知明 

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 

クリエイティブ本部 

プロジェクト・マネジメント局長 

兼 クリエイティブ本部長補佐 

小林 晃 
製作プロデュース本部 

プロジェクト・マネジメント局長 

アクティベーション本部 

第1コミュニケーション・プランニング局長 

兼 アクティベーション本部長補佐 

田所 義教 

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 

アクティベーション本部 

第2コミュニケーション・プランニング局長 
鹿口 渉 

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 

アクティベーション本部 

アクティベーション・プロデュース局長 
石橋 正宏 

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 

ビジネスデベロップメント本部長  

兼 デジタル・コミュニケーション局長 

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 

ビジネスデベロップメント本部 

事業開発局長 
田川 司 

アカウントプロデュース本部  

事業開発局 

 
【株式会社 ADK エモーションズ】 

① 機構改革 

1) 海外事業本部を新設し、コンテンツ事業本部海外事業局、グローバル IP 推進局を移管する。 

 

② 人事異動 

新 氏名 現 

海外事業本部長 

兼 事業計画本部長 

事業役員 

小川 俊一 事業計画本部長 

海外事業本部 

海外事業局長 
冨永 二郎 

コンテンツ事業本部  

海外事業局長 
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海外事業本部 

グローバル IP 推進局長 
大矢 篤志 

コンテンツ事業本部  

グローバル IP 推進局長 

 

 

 

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 


