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２０２１年２月２５日  

各 位  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 

グループ広報・ＩＲ室 

ＴＥＬ ０３－６４４１－９０６２ 

 

博報堂ＤＹホールディングス、及び事業会社６社役員の異動に関するお知らせ 

 

当社、並びに当社グループ事業会社の株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社、株式

会社アイレップ、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズおよびデジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社は、２０２１年２月２５日開催の当社、並びに各社取締役会において、下記の

通り役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

当社、並びに各社の取締役・監査役については、２０２１年６月下旬に予定されている定時株主総

会および同日開催予定の取締役会・監査役会にて、正式に選任される予定です。  

 

記 

 

【博報堂ＤＹホールディングス】 

１． 執行役員の退任（２０２１年３月３１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

松崎 光正 

取締役 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

今泉 智幸 

取締役 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務）(４月１日付） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

島田 雅也 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務） 

株式会社アイレップ代表取締役会長

（兼務）(４月１日付） 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務） 

株式会社アイレップ取締役(兼務) 

tel:03-6441-9062
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２． 執行役員の昇任・新任（２０２１年４月１日付） 

 

[昇任執行役員] 

氏 名 新 職 旧 職 

西岡 正紀 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂取締役常務執行役員Ｃ

ＦＯ（兼務） 

江花 昭彦 

専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

常務執行役員 

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務） 

 

 

 

[新任執行役員] 

氏 名 新 職 旧 職 

近藤 暢章 

専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂取締役常務執行役員 

安藤 元博 

常務執行役員 

株式会社博報堂常務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ常務執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務） 

 

 

３．執行役員の主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 
 

氏 名 新 職 旧 職 

禿河  毅 

執行役員 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

株式会社読売広告社取締役（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

執行役員 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

株式会社読売広告社取締役（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 
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青木 雅人 

執行役員 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

執行役員マーケティング・テクノロジ

ー・センター室長 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

 

 

４．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

松崎 光正 

顧問 

株式会社博報堂顧問（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

今泉 智幸 

株式会社博報堂顧問 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務） 

落合 寛司 

株式会社大広代表取締役社長執行役員 取締役 

株式会社大広代表取締役社長執行役員

（兼務） 

藤沼 大輔 

株式会社読売広告社代表取締役社長 取締役 

株式会社読売広告社代表取締役社長

（兼務） 

 

[新任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

江花 昭彦 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務） 

専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 
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５．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

水島 正幸 

代表取締役社長 

株式会社博報堂代表取締役社長 

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

代表取締役社長 

株式会社博報堂代表取締役社長 

（兼務） 

 

矢嶋 弘毅 

取締役副社長 

株式会社博報堂取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ代表取締役社長（兼務） 

取締役副社長 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ代表取締役社長（兼務） 

西岡 正紀 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

中谷 吉孝 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務） 
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【株式会社博報堂】 

１．執行役員の退任（２０２１年３月３１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

今泉 智幸 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務）(４月１日付） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

北風  勝 取締役 取締役常務執行役員 

渋谷 道紀 顧問(４月１日付) 常務執行役員 

白井 博志 顧問(４月１日付) 常務執行役員 

嶋本 達嗣 顧問(４月１日付) 執行役員 

 

２．執行役員の昇任（２０２１年４月１日付） 

 

［昇任執行役員］ 

氏 名 新 職 旧 職 

近藤 暢章 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員（兼務） 

取締役常務執行役員 

江花 昭彦 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員（兼務） 

 

 

西岡 正紀 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

取締役常務執行役員ＣＦＯ 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員（兼務） 
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伊藤 俊太郎 常務執行役員 執行役員 

藤井  久 常務執行役員 執行役員 

今井 明彦 常務執行役員 執行役員 

安藤 元博 

常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ常務執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務） 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務） 

 

迎田 章男 常務執行役員 執行役員 

名倉 健司 常務執行役員 執行役員 

河瀬 康宏 常務執行役員 執行役員 

 

［新任執行役員］ 

氏 名 新 職 旧 職 

磯村 美樹 

常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役常務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役常務執行役員 

藤川 博章 執行役員 シニアエグゼクティブ兼関西支社長 

松井 美樹 執行役員 クリエイティブ戦略局長 

山田  覚 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソー

シアム株式会社取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務） 

井関  律 執行役員 
シニアエグゼクティブ兼第三ビジネス

デザイン局長 

木村 健太郎 
執行役員兼クリエイティブコンサルテ

ィング局長 

シニアエグゼクティブ兼グローバル統

合ソリューション局長 
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３．執行役員の主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

禿河  毅 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社読売広告社取締役（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社読売広告社取締役（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 

 

西山 泰央 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

執行役員 

青木 雅人 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

執行役員研究開発局長 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 

マーケティング・テクノロジー・セン

ター室長（兼務） 

 

 

４．取締役の退任（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

今泉 智幸 

顧問 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務） 

北風  勝 顧問 取締役 

松崎 光正 

顧問 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

顧問（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 
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５．取締役の新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

藤井  久 取締役常務執行役員 常務執行役員 

矢嶋 弘毅 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役副社長（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ代表取締役社長（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役副社長 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ代表取締役社長（兼務） 

 

６．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

水島 正幸 

代表取締役社長 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

代表取締役社長（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

代表取締役社長 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

代表取締役社長（兼務） 

 

江花 昭彦 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

 

西岡 正紀 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

取締役専務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

中谷 吉孝 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

取締役常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員（兼務） 
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７．執行役員の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

山田  覚 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務） 

執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務） 

 

 

【株式会社大広】 

１．執行役員の退任（２０２１年３月３１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

野沢 和彦 取締役 取締役専務執行役員 

高橋 雅弘 取締役 取締役専務執行役員 

大串 浩章 取締役 取締役執行役員 

藤澤 康親 取締役 取締役執行役員 

東方 久光 
 

常務執行役員 

内田 哲也 
 

執行役員 

横田 宏喜 
 

執行役員 

 

 

２． 執行役員の昇任・新任（２０２１年４月１日付） 

 

［昇任執行役員］ 

氏 名 新 職 旧 職 

熊谷 克彦 取締役常務執行役員 取締役執行役員 
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［新任執行役員］ 

氏 名 新 職 旧 職 

濱  弘幸 

執行役員 

株式会社大広ＷＥＤＯ代表取締役社長

（兼務） 

株式会社大広ＷＥＤＯ代表取締役社長 

 

３．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

野沢 和彦 常勤監査役 取締役 

高橋 雅弘 非常勤顧問 取締役 

大串 浩章  取締役 

藤澤 康親 常勤顧問 取締役 

 

[新任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

福井 淳一郎 取締役執行役員 執行役員 

大地 伸和 取締役執行役員 執行役員 

泉  恭雄 取締役執行役員 執行役員 

 

４．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

落合 寛司  

代表取締役社長執行役員  代表取締役社長執行役員 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）  
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５．監査役の退任（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

三崎 弘路  常勤監査役 

 

 

【株式会社読売広告社】 

１． 執行役員の退任（２０２１年３月３１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

中島  均 取締役 社長補佐（４月１日付） 
取締役常務執行役員 マネジメント統

括担当 

 

２．執行役員の新任（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

野沢 直樹 

専務執行役員 マネジメント統括担当 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役(兼務) 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役(兼務) 

 

３．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

禿河  毅 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ監査役（兼務） 
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４．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

中島  均 顧問 取締役 社長補佐 

 

[新任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

野沢 直樹 

取締役専務執行役員 マネジメント統

括担当 

 

専務執行役員 マネジメント統括担当 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソー

シアム株式会社取締役(兼務) 

 

５．取締役の主たる兼務状況の変更(２０２１年６月下旬予定) 

 

氏 名 新 職 旧 職 

藤沼 大輔 

代表取締役社長 代表取締役社長 

博報堂ＤＹホールディングス取締役 

（兼務） 

 
 

【株式会社アイレップ】 

１．代表取締役の異動（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

島田 雅也 

代表取締役会長 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務） 

 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務） 

小坂 洋人 代表取締役社長 常務取締役 
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高梨 秀一 取締役 代表取締役社長 

 

２．執行役員の新任（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

柴田 貞規 執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズデータドリブンビジネスセンター

戦略企画室長 

平野  光一 執行役員  

垂水  亮太 執行役員  

木野本  朋哉 執行役員  

 

３．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

高梨 秀一  取締役 

上原 佳典  取締役 

 

[新任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

黒須  徹弥 取締役 執行役員 

佐藤   翔 取締役 執行役員 

二見  均 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

デジタル事業推進室長(兼務) 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

デジタル事業推進室長 
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４．監査役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任監査役] 

氏 名 新 職 旧 職 

大塚 彰  監査役（常勤） 

 

[新任監査役] 

氏 名 新 職 旧 職 

矢野 清人 監査役（常勤） 
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ雑誌局長※（2021年 3月末日時点） 

 
 

【株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ】 

１．執行役員の退任（２０２１年３月３１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

大森 壽郎  取締役相談役 (４月１日付) 取締役会長  

今泉 智幸  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長（兼務）(４月１日付） 

取締役専務執行役員  

人事・コーポレート総括担当（人事・

コーポレート総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディング

ス取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

野沢 直樹  

取締役  

株式会社読売広告社専務執行役員 （兼

務）（４月１日付） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  

取締役執行役員  

計画管理総括担当（計画管理総括長）  

デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社取締役（兼務）  

三神 正樹  

顧問 （４月１日付） 常務執行役員  

CISO兼 イノベーションセンター担

当  
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２．執行役員の昇任・新任（２０２１年４月１日付） 

 

[昇任執行役員] 

氏 名 新 職 旧 職 

相坂 勇人  

取締役常務執行役員  

グループデジタル推進担当 兼 グロ

ーバルビジネスセンター担当（グロー

バルビジネスセンター長）兼 グロー

バルビジネス局長  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役副社長執行役

員ＣＯＯ（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

取締役執行役員  

グローバルビジネスセンター担当（グ

ローバルビジネスセンター長）兼 ク

リエイティブ＆テクノロジーセンター

担当（クリエイティブ＆テクノロジー

センター長）兼 グローバルビジネス

局長  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役副社長執行役

員ＣＯＯ（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

安藤 元博  

常務執行役員  

AaaSビジネス推進センター担当（AaaS

ビジネス推進センター長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務）  

執行役員  

データドリブンビジネスセンター担当

（データドリブンビジネスセンター

長）兼 メディア戦略推進センター担

当補佐  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役執行役員（兼

務）  

 

[新任執行役員] 

氏 名 新 職 旧 職 

西岡 正紀  

専務執行役員  

人事・コーポレート総括担当（人事・コ

ーポレート総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員  

株式会社博報堂取締役常務執行役

員 （兼務） 
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江花 昭彦  

専務執行役員  

計画管理総括担当（計画管理総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員  

株式会社博報堂取締役常務執行役

員 （兼務） 

禿河  毅  

執行役員  

計画管理総括担当補佐（計画管理局、

関西支社計画管理局、経理財務局担当）

兼 人事・コーポレート総括担当補佐

（人事、人材開発戦略局担当）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社読売広告社取締役（兼務）  

株式会社アイレップ監査役（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員  

株式会社博報堂執行役員 （兼務） 

株式会社読売広告社取締役 （兼務） 

株式会社アイレップ監査役 （兼務） 

  

西山 泰央  

執行役員  

イノベーションセンター担当  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂執行役員  

青木 雅人  

執行役員  

メディアビジネス統括センター担当補

佐  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員  

株式会社博報堂執行役員 （兼務） 

石川 直樹  

執行役員  

メディアビジネス統括センター担当補

佐  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社執行役員（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

メディアビジネス統括センター長補佐 

兼 統合アカウントプロデュース局

長  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社執行役員（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  
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３．取締役、執行役員の担当職務および主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

磯村 美樹  

取締役常務執行役員  

第二メディアビジネス総括担当（第二

メディアビジネス総括長）兼 メディ

ア戦略推進センター担当（メディア戦

略推進センター長）兼 中部支社担当  

株式会社博報堂常務執行役員（兼

務）  

取締役常務執行役員  

第二メディアビジネス総括担当（第二

メディアビジネス総括長）兼 メディ

ア戦略推進センター担当（メディア戦

略推進センター長）兼 中部支社担当  

  

松崎 光正  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  

島田 雅也  

取締役  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務）  

株式会社アイレップ代表取締役会長

（兼務）  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社代表取締役社長執行

役員ＣＥＯ（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

石井 昌彦  

執行役員  

第一メディアビジネス総括担当補佐  

執行役員  

第一メディアビジネス総括担当（第一

メディアビジネス総括長）  

山田  覚  

執行役員  

メディアビジネス統括センター担当

（メディアビジネス統括センター長）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  

執行役員  

メディアビジネス統括センター担当

（メディアビジネス統括センター長）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  
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多田 英孝  

執行役員  

計画管理総括担当補佐（ビジネスコン

プライアンス局担当）兼 人事・コー

ポレート総括担当補佐（総務局、広報

室、法務室担当）兼 CISO  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社大広取締役（兼務）  

執行役員  

人事・コーポレート総括担当補佐（総

務局、広報室、法務室担当）兼 総務局

長  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社大広取締役（兼務）  

大塔 達也  

執行役員  

計画管理総括担当補佐（経営企画局担

当）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社専務取締役執行役員

ＣＦＯ（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

執行役員  

計画管理総括担当補佐  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社専務取締役執行役員

ＣＦＯ（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務）  

岩崎 秀昭  

執行役員 

コンテンツビジネスセンター担当（コ

ンテンツビジネスセンター長）兼 戦

略企画室長 兼 第一メディアビジネ

ス総括担当（第一メディアビジネス総

括長）  

執行役員  

コンテンツビジネスセンター担当（コ

ンテンツビジネスセンター長）  

  

 

４．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

大森 壽郎  相談役  取締役相談役  

今泉 智幸  

株式会社博報堂顧問 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役

会長(兼務)  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  
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野沢 直樹  

株式会社読売広告社取締役専務執行役

員  

  

取締役  

株式会社読売広告社専務執行役員（兼

務） 

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  

松崎 光正  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

顧問  

株式会社博報堂顧問 (兼務) 

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  

 

[新任取締役] 

氏 名 新 職 旧 職 

西岡 正紀  

取締役専務執行役員  

人事・コーポレート総括担当（人事・コ

ーポレート総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

専務執行役員  

人事・コーポレート総括担当（人事・コ

ーポレート総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

江花 昭彦  

取締役専務執行役員  

計画管理総括担当（計画管理総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  

専務執行役員  

計画管理総括担当（計画管理総括長）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務）  

山田  覚  

取締役執行役員  

メディアビジネス統括センター担当

（メディアビジネス統括センター長）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  

執行役員  

メディアビジネス統括センター担当

（メディアビジネス統括センター長）  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社取締役（兼務）  
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岩崎 秀昭  

取締役執行役員  

コンテンツビジネスセンター担当（コ

ンテンツビジネスセンター長）兼 戦

略企画室長 第一メディアビジネス総

括担当（第一メディアビジネス総括

長）  

執行役員 

コンテンツビジネスセンター担当（コ

ンテンツビジネスセンター長）兼 戦

略企画室長 兼 第一メディアビジネ

ス総括担当（第一メディアビジネス総

括長）  

中谷 吉孝  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役常務執行役員  

株式会社博報堂取締役常務執行役員

（兼務）   

水島 正幸  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

代表取締役社長（兼務）  

株式会社博報堂代表取締役社長 

（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

代表取締役社長  

株式会社博報堂代表取締役社長 

（兼務）  

 

５．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

矢嶋 弘毅  

代表取締役社長  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役副社長（兼務）  

株式会社博報堂取締役（兼務）  

代表取締役社長  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役副社長（兼務）  

 

 

【デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社】 

１．執行役員の新任（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

齋藤 充 

執行役員  

プロダクト統括補佐  

兼 パートナーアカウント統括補佐  

兼 プロダクト開発本部長 

プロダクト統括補佐 

兼 プロダクト開発本部長 
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２．取締役の担当職務および主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

島田 雅也  

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

株式会社アイレップ代表取締役会長

（兼務） 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

 株式会社アイレップ取締役（兼務） 

相坂 勇人 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

グローバル統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役常務執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

第一アカウント統括  

兼 グローバル統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

大塔 達也 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

コーポレート統括 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

アドミニ統括 兼 ストラテ統括 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

田中 雄三 

常務取締役執行役員  

パートナーアカウント統括  

兼 メディアオペレーション統括 

常務取締役執行役員 

メディアソリューション統括  

兼 第二アカウント統括 

豊福 直紀 

取締役執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

取締役執行役員 

第二アカウント統括補佐 

兼 パートナービジネス本部長 

上原 直人 

取締役執行役員 

コーポレート統括補佐  

兼 戦略統括本部長 

取締役執行役員 

ストラテ統括補佐  

兼 戦略統括本部長 

手塚 圭一 

取締役執行役員  

プロダクト統括  

兼 イノベーション統括補佐  

兼 イノベーション統括本部長 

取締役執行役員  

プロダクト統括 

兼 メディアソリューション統括補佐  

兼 イノベーション統括補佐 

兼 イノベーション統括本部長 
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安藤 元博  

取締役執行役員 

メディアビジネス基盤開発担当 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ常務執行役員（兼務） 

取締役執行役員 

メディアビジネス基盤開発担当 

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

山田  覚  

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務）  

取締役  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

野沢 直樹 

取締役 

株式会社読売広告社専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員（兼務） 

 

 

３．執行役員の担当職務および主たる兼務状況の変更（２０２１年４月１日付） 
 

氏 名 新 職 旧 職 

岡部 耕司 

執行役員  

博報堂デジタルイニシアティブ統括補

佐 

兼 パートナーアカウント統括補佐 

兼 プラットフォームストラテジー本

部長 

執行役員 

メディアソリューション統括補佐  

兼 プラットフォームストラテジー本

部長 

貞岡 裕達 

執行役員 

コーポレート統括補佐  

兼 メディアオペレーション統括補佐 

兼 経営管理本部長 

執行役員 

アドミニ統括補佐  

兼 経営管理本部長 

石川 直樹 

執行役員 

博報堂デジタルイニシアティブ統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

執行役員  

第一アカウント統括補佐  

兼 博報堂デジタルイニシアティブ本

部長  

兼 グループデジタルイニシアティブ 

本部長 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

  



23 

 

中野 豊 
執行役員 

パートナーアカウント統括補佐 

執行役員  

第二アカウント統括補佐 

小林 武帥 

執行役員 

パートナーアカウント統括補佐  

兼 パートナービジネス本部長 

執行役員 

メディアソリューション統括補佐  

兼 ソリューションサービス本部長 

 

４．取締役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

［退任取締役］ 

氏 名 新 職 旧 職 

豊福 直紀 
執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

取締役執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

野沢 直樹 

株式会社読売広告社取締役専務執行役

員  

取締役 

株式会社読売広告社専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

 

［新任取締役］ 

氏 名 新 職 旧 職 

江花 昭彦 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

 

５．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月下旬予定） 

 

氏 名 新 職 旧 職 

山田  覚  

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員（兼務）  

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 
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６. 監査役の退任・新任（２０２１年６月下旬予定） 

 

[退任監査役] 

氏 名 新 職 旧 職 

森嶋 士郎  常勤監査役 

 

[新任監査役] 

氏 名 新 職 旧 職 

三神 正樹 
常勤監査役 

 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ顧問 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞  

株式会社博報堂ＤＹホールディングス グループ広報・ＩＲ室  03-6441-9062（西尾） 

株式会社博報堂 広報室広報・コンテンツ企画推進グループ     03-6441-6161（西尾） 

株式会社大広 総務局広報チーム                             03-4346-7102（谷本） 

株式会社読売広告社 総務局                  03-5544-7104（田代） 

株式会社アイレップ 広報グループ      03-5475-2720（岩澤） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 広報室        03-6441-9347（山崎） 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社  

戦略統括本部社長室   03-5449-6320（加藤） 
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（ご参考） 

【株式会社博報堂ＤＹホールディングス】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

                           

                            主たる兼務状況 

代表取締役会長      戸田 裕一  株式会社博報堂取締役会長 

 代表取締役社長      水島 正幸  株式会社博報堂代表取締役社長 

取締役副社長       矢嶋 弘毅  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長 

取締役専務執行役員    西岡 正紀  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員 

取締役常務執行役員    中谷 吉孝  株式会社博報堂取締役常務執行役員 

取締役          落合 寛司  株式会社大広代表取締役社長執行役員 

取締役          藤沼 大輔  株式会社読売広告社代表取締役社長 

取締役          松崎 光正  株式会社博報堂取締役 

 取締役          今泉 智幸  株式会社博報堂取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

                    株式会社博報堂プロダクツ代表取締役会長 

 社外取締役        松田  昇 

 社外取締役        服部 暢達 

 社外取締役        山下  徹 

専務執行役員       マイケル・バーキン  kyu CEO 

専務執行役員       江花 昭彦  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員 

専務執行役員       近藤 暢章  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

常務執行役員       赤木 直人 

常務執行役員       安藤 元博  株式会社博報堂常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

執行役員         多田 英孝  株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社大広取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         徳久 昭彦  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＭＯ 

執行役員         禿河  毅  株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社アイレップ監査役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 
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執行役員         大塔 達也  株式会社アイレップ取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

 執行役員         青木 雅人  株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

常勤監査役        景山 和憲  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役 

常勤監査役        西村  治 

 社外監査役        内田  実  株式会社読売広告社監査役 

 社外監査役        山口 勝之  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役 

 社外監査役        友田 和彦  株式会社大広監査役 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の取締役および監査役は以下の予定で

す。 

                            主たる兼務状況 

代表取締役会長      戸田 裕一  株式会社博報堂取締役会長 

 代表取締役社長      水島 正幸  株式会社博報堂代表取締役社長 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

取締役副社長       矢嶋 弘毅  株式会社博報堂取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長 

取締役専務執行役員    西岡 正紀  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務 

執行役員 

取締役専務執行役員    江花 昭彦  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務 

執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

取締役常務執行役員    中谷 吉孝  株式会社博報堂取締役常務執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

 社外取締役        松田  昇 

 社外取締役        服部 暢達 

 社外取締役        山下  徹 

専務執行役員       マイケル・バーキン  kyu CEO 

専務執行役員       近藤 暢章  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

常務執行役員       赤木 直人 
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常務執行役員       安藤 元博  株式会社博報堂常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

執行役員         多田 英孝  株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社大広取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         徳久 昭彦  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＭＯ 

執行役員         禿河  毅  株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社アイレップ監査役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         大塔 達也  株式会社アイレップ取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

 執行役員         青木 雅人  株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

常勤監査役        景山 和憲  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役 

常勤監査役        西村  治 

 社外監査役        内田  実  株式会社読売広告社監査役 

 社外監査役        山口 勝之  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役 

 社外監査役        友田 和彦  株式会社大広監査役 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  
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【株式会社博報堂】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

                            主たる兼務状況 

取締役会長        戸田 裕一  株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役会長 

代表取締役社長      水島 正幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役社長 

取締役専務執行役員    近藤 暢章  株式会社博報堂ＤＹホールディングス専務執行役員 

取締役専務執行役員    江花 昭彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス専務執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員 

取締役専務執行役員    西岡 正紀  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

博報堂ＤＹメディアパートナーズ専務執行役員 

取締役常務執行役員    大西  繁 

取締役常務執行役員    中谷 吉孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行 

役員 

取締役          松崎 光正  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

取締役          今泉 智幸  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

株式会社博報堂プロダクツ代表取締役会長 

取締役          北風  勝 

常務執行役員       五十嵐 真人  

常務執行役員       岸  直彦  株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長 

常務執行役員       伊藤 俊太郎 

常務執行役員       藤井  久 

常務執行役員       今井 明彦  株式会社 TBWA HAKUHODO代表取締役社長 

 常務執行役員       安藤 元博  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

常務執行役員       迎田 章男 

常務執行役員       名倉 健司 

常務執行役員       河瀬 康宏 

常務執行役員       磯村 美樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務 

執行役員 

執行役員         中尾 文美 

執行役員         多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社大広取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 
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執行役員         岩﨑  拓 

執行役員         禿河  毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社アイレップ監査役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         西山 泰央  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         嶋 浩一郎   

執行役員         波多野 昌樹 

執行役員         青木 雅人  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         菊地 英之  株式会社アイレップ執行役員 

執行役員         寺尾 安博 

執行役員         藤川 博章 

執行役員         松井 美樹 

執行役員         山田 覚 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

執行役員         井関 律 

執行役員         木村 健太郎 

常勤監査役        小竹 伸幸 

常勤監査役        後藤 裕一 

 監査役          上田 廣一 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

                             主たる兼務状況 

取締役会長        戸田 裕一  株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役会長 

代表取締役社長      水島 正幸 株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役社長 

               株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

取締役専務執行役員    近藤 暢章  株式会社博報堂ＤＹホールディングス専務執行役員 

取締役専務執行役員    江花 昭彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務 

執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 
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取締役専務執行役員    西岡 正紀  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員 

取締役常務執行役員    大西  繁 

取締役常務執行役員    中谷 吉孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行 

役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

取締役常務執行役員    藤井  久 

取締役          矢嶋 弘毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役副社長 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ代表取締役社長 

常務執行役員       五十嵐 真人  

常務執行役員       岸  直彦  株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長 

常務執行役員       伊藤 俊太郎 

常務執行役員       今井 明彦  株式会社 TBWA HAKUHODO代表取締役社長 

 常務執行役員       安藤 元博  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

常務執行役員       迎田 章男 

常務執行役員       名倉 健司 

常務執行役員       河瀬 康宏 

常務執行役員       磯村 美樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務 

執行役員 

執行役員         中尾 文美 

執行役員         多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社大広取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         岩﨑  拓 

執行役員         禿河  毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社アイレップ監査役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         西山 泰央  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         嶋 浩一郎   

執行役員         波多野 昌樹 

執行役員         青木 雅人  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         菊地 英之  株式会社アイレップ執行役員 
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執行役員         寺尾 安博 

執行役員         藤川 博章 

執行役員         松井 美樹 

執行役員         山田 覚 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行 

役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

執行役員         井関 律 

執行役員         木村 健太郎 

常勤監査役        小竹 伸幸 

常勤監査役        後藤 裕一 

 監査役          上田 廣一 

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 

 

 

  



32 

 

【株式会社大広】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

主たる兼務状況 

 代表取締役社長執行役員  落合 寛司  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

取締役副社長執行役員   安藤 輝彦  株式会社大広ＷＥＤＯ取締役会長執行役員 

取締役常務執行役員    熊谷 克彦 

取締役執行役員      山下 博嗣 

取締役          野沢 和彦   

取締役          高橋 雅弘 

取締役          大串 浩章   

取締役          藤澤 康親 

取締役          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                    株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         楠山 昌生  株式会社大広ＷＥＤＯ取締役専務執行役員ＣＦＯ 

執行役員         中村 正彦  株式会社大広ＷＥＤＯ執行役員 

執行役員         谷口 義一 

執行役員         大地 伸和 

執行役員         福井 淳一郎 株式会社大広ＷＥＤＯ執行役員 

執行役員         沖林 義樹 

執行役員         泉  恭雄 

執行役員         升本 恭一郎 

執行役員         濱  弘幸 

 常勤監査役        三崎 弘路 

 監査役          遠藤 常二郎 

 監査役          友田 和彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

主たる兼務状況 

 代表取締役社長執行役員  落合 寛司   

取締役副社長執行役員   安藤 輝彦  株式会社大広ＷＥＤＯ取締役会長執行役員 

取締役常務執行役員    熊谷 克彦 

取締役執行役員      山下 博嗣 

取締役執行役員      福井 淳一郎 株式会社大広ＷＥＤＯ取締役 

取締役執行役員      大地 伸和 

取締役執行役員      泉  恭雄 
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取締役          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         楠山 昌生  株式会社大広ＷＥＤＯ取締役専務執行役員ＣＦＯ 

執行役員         中村 正彦  株式会社大広ＷＥＤＯ執行役員 

執行役員         谷口 義一 

執行役員         沖林 義樹 

執行役員         升本 恭一郎 

執行役員         濱  弘幸 

 常勤監査役        野沢 和彦 

 監査役          遠藤 常二郎 

 監査役          友田 和彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 
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【株式会社読売広告社】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

主たる兼務状況 

代表取締役社長      藤沼 大輔  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

取締役常務執行役員    浅井 淳二 

取締役常務執行役員    照沼 康彦 

取締役執行役員      渡邉  誠  株式会社読広キャスティング＆エンタテインメント 

                    代表取締役社長 

取締役執行役員      中村 幸義  株式会社読広クロスコム代表取締役 

取締役執行役員      玉井 信之 

取締役          禿河  毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社アイレップ監査役 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

 取締役          中島  均 

専務執行役員       野沢 直樹  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

執行役員         倉田 典昌 

執行役員         野田 啓三 

執行役員         皆川 浩一 

執行役員         石田 直大 

執行役員         熊野 裕司 

執行役員         星野 広規 

常勤監査役        千田 和彦 

監査役          内田  実  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

主たる兼務状況 

代表取締役社長      藤沼 大輔   

取締役専務執行役員    野沢 直樹   

取締役常務執行役員    浅井 淳二 

取締役常務執行役員    照沼 康彦 

取締役執行役員      渡邉  誠  株式会社読広キャスティング＆エンタテインメント 

                    代表取締役社長 

取締役執行役員      中村 幸義  株式会社読広クロスコム代表取締役 



35 

 

取締役執行役員      玉井 信之 

取締役          禿河  毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社アイレップ監査役 

                     株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

執行役員         倉田 典昌 

執行役員         野田 啓三 

執行役員         皆川 浩一 

執行役員         石田 直大 

執行役員         熊野 裕司 

執行役員         星野 広規 

常勤監査役        千田 和彦 

監査役          内田  実  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 
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【株式会社アイレップ】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

主たる兼務状況 

代表取締役会長      島田 雅也   株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

代表取締役社長   小坂 洋人 

取締役副社長   永井 敦 

取締役    北爪 宏彰 

取締役    星合 知長 

取締役    帷  勝博 

取締役    高梨 秀一 

取締役（非常勤）  相坂 勇人  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行 

役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

取締役（非常勤）  石川 直樹  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

執行役員 

取締役（非常勤）  ジェイムス ブルース  

取締役（非常勤）  大塔 達也  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

取締役（非常勤）  上原 佳典 

執行役員   和泉 佳孝 

執行役員   原  麻子 

執行役員   山口 寿一 

執行役員   黒須 徹弥 

執行役員   佐藤 翔 

執行役員   黒岩 奈緒 

執行役員   菊地 英之  株式会社博報堂執行役員 

執行役員   笠原 有 

執行役員   竹内 哲也 

執行役員   柴山 大 

執行役員   柴田 貞規 

執行役員   平野 光一 

執行役員   垂水 亮太 
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執行役員   木野本 朋哉 

監査役（常勤）   大塚 彰 

監査役（非常勤）  禿河 毅   株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパーズ執行役員 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

主たる兼務状況 

代表取締役会長      島田 雅也   株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

代表取締役社長   小坂 洋人 

取締役副社長   永井 敦 

取締役    北爪 宏彰 

取締役    星合 知長 

取締役    帷  勝博 

取締役    黒須 徹弥 

取締役    佐藤 翔 

取締役（非常勤）  相坂 勇人  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行 

役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

取締役（非常勤）  石川 直樹  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

執行役員 

取締役（非常勤）  ジェイムス ブルース 

取締役（非常勤）  大塔 達也  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

取締役（非常勤）  二見 均 

執行役員   和泉 佳孝 

執行役員   原  麻子 

執行役員   山口 寿一 

執行役員   黒岩 奈緒 
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執行役員   菊地 英之  株式会社博報堂執行役員 

執行役員   笠原 有 

執行役員   竹内 哲也 

執行役員   柴山 大 

執行役員   柴田 貞規 

執行役員   平野 光一 

執行役員   垂水 亮太 

執行役員   木野本 朋哉 

監査役（常勤）   矢野 清人 

監査役（非常勤）  禿河 毅   株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

株式会社博報堂執行役員 

                    株式会社読売広告社取締役 

                    株式会社博報堂ＤＹメディアパーズ執行役員 

 

(注)執行役員の同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。  
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【株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ】 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

主たる兼務状況 

取締役相談役 大森 壽郎  

代表取締役社長 矢嶋 弘毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役副社長 

取締役常務執行役員 磯村 美樹  株式会社博報堂常務執行役員 

取締役常務執行役員 辻  輝  

取締役常務執行役員 相坂 勇人  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

株式会社アイレップ取締役 

取締役                      今泉 智幸  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

        株式会社博報堂取締役 

取締役 野沢 直樹  株式会社読売広告社専務執行役員 

 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

 取締役 

取締役           松崎 光正  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役 

        株式会社博報堂取締役 

取締役           島田 雅也  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

        株式会社アイレップ代表取締役会長 

専務執行役員        西岡 正紀  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

                     株式会社博報堂取締役専務執行役員 

専務執行役員        江花 昭彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員 

常務執行役員        安藤 元博  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

                     株式会社博報堂常務執行役員 

                     デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

執行役員    石井 昌彦 

執行役員       山田 覚   株式会社博報堂執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

執行役員          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社大広取締役 

執行役員       大塔 達也  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 
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専務取締役執行役員ＣＦＯ 

                     株式会社アイレップ取締役 

執行役員          岩崎 秀昭 

執行役員          禿河 毅   株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社読売広告社取締役 

株式会社アイレップ監査役 

執行役員          西山 泰央  株式会社博報堂執行役員 

執行役員          青木 雅人  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

執行役員          石川 直樹  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

執行役員 

                     株式会社アイレップ取締役 

常勤監査役         桜井 徹哉  

監査役           景山 和憲  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常勤監査役 

監査役           山口 勝之  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 

 

◆２０２０年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

主たる兼務状況 

代表取締役社長       矢嶋 弘毅  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役副社長 

株式会社博報堂取締役 

取締役専務執行役員     西岡 正紀  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

                     株式会社博報堂取締役専務執行役員 

取締役専務執行役員     江花 昭彦  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

役員 

                     株式会社博報堂取締役専務執行役員 

      デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

取締役常務執行役員     磯村 美樹  株式会社博報堂常務執行役員 

取締役常務執行役員     辻  輝    

取締役常務執行役員     相坂 勇人  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役副社長執行役員ＣＯＯ 

株式会社アイレップ取締役 

取締役執行役員       山田 覚   株式会社博報堂執行役員 
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役 

取締役執行役員       岩崎 秀昭 

取締役           島田 雅也  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

                     株式会社アイレップ代表取締役会長 

取締役           中谷 吉孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役常務執行 

役員 

株式会社博報堂取締役常務執行役員 

取締役           水島 正幸  株式会社博報堂ＤＹホールディングス代表取締役社長 

                     株式会社博報堂代表取締役社長 

常務執行役員        安藤 元博  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

                     株式会社博報堂常務執行役員 

                     デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

取締役執行役員 

執行役員          石井 昌彦 

執行役員          多田 英孝  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

株式会社大広取締役 

執行役員          大塔 達也  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

専務取締役執行役員ＣＦＯ 

                     株式会社アイレップ取締役 

執行役員          禿河 毅   株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

                     株式会社読売広告社取締役 

                     株式会社アイレップ監査役 

執行役員          西山 泰央  株式会社博報堂執行役員 

執行役員          青木 雅人  株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

                     株式会社博報堂執行役員 

執行役員          石川 直樹  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

執行役員 

株式会社アイレップ取締役 

常勤監査役         桜井 徹哉 

監査役           景山 和憲  株式会社博報堂ＤＹホールディングス常勤監査役 

監査役           山口 勝之  株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役 

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 
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【デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社】 

 

◆２０２１年４月１日付 経営体制は以下の通りです。 

主たる兼務状況 

代表取締役社長執行役員 CEO 島田 雅也 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

  株式会社アイレップ代表取締役会長 

取締役副社長執行役員 COO  相坂 勇人 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務 

  執行役員 

  株式会社アイレップ取締役 

専務取締役執行役員 CMO 徳久 昭彦 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

専務取締役執行役員 CFO 大塔 達也 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

  株式会社アイレップ取締役 

常務取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 豊福 直紀  

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 手塚 圭一  

取締役執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

  株式会社博報堂常務執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行 

  役員 

取締役（非常勤） 山田  覚 株式会社博報堂執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） 野沢 直樹 株式会社読売広告社専務執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

取締役（非常勤） 菅井 陽司  

執行役員 大丸 充雄  

執行役員 菅沼 道彦  

執行役員 北浦 啓子  

執行役員 岡部 耕司  

執行役員 貞岡 裕達  

執行役員 石川 直樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

  株式会社アイレップ取締役 

執行役員 中野 豊  

執行役員 小林 武帥  

執行役員 齋藤 充  

監査役 寺井 久春  

監査役 森嶋 士郎  
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(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 

 

◆２０２１年６月下旬 定時株主総会および取締役会・監査役会後の経営体制は以下の予定です。 

主たる兼務状況 

代表取締役社長執行役員 CEO 島田 雅也 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

  株式会社アイレップ代表取締役会長 

取締役副社長執行役員 COO  相坂 勇人 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務 

  執行役員 

  株式会社アイレップ取締役 

専務取締役執行役員 CMO 徳久 昭彦 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

専務取締役執行役員 CFO 大塔 達也 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

  株式会社アイレップ取締役 

常務取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 手塚 圭一  

取締役執行役員 安藤 元博 株式会社博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

  株式会社博報堂常務執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行 

  役員 

取締役（非常勤） 山田  覚 株式会社博報堂執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行 

  役員   

取締役（非常勤） 菅井 陽司  

取締役（非常勤） 江花 昭彦 株式会社博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行 

  役員 

  株式会社博報堂取締役専務執行役員 

  株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務 

  執行役員 

執行役員 豊福 直紀  

執行役員 大丸 充雄  

執行役員 菅沼 道彦  

執行役員 北浦 啓子  

執行役員 岡部 耕司  

執行役員 貞岡 裕達  

執行役員 石川 直樹 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 
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執行役員 中野 豊  

執行役員 小林 武帥  

執行役員 齋藤 充  

監査役 寺井 久春  

監査役 三神 正樹  

 

(注)同一役位内の順序は、当該役位就任日順とし、就任日が同一の場合には生年月日順による。 

 

 


