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2016 年４月１日
博報堂プロダクツ
人事異動に関するお知らせ
株式会社博報堂プロダクツは、2016 年 4 月 1 日付で以下の通り、人事異動を行いますので、お知らせいた
します。
＜2016 年 4 月 1 日付＞
【人事異動】（カッコ内は旧職）

執行役員 兼 総務・コンプライアンス室 室長 兼 広報部 部長
（執行役員 兼 プロモーション映像制作事業本部 本部長）

松井 一司

情報システム室 室長 兼 情報システム室 情報システム部 部長
（ＩＴソリューション事業本部 本部長）

叶 修吾

業務品質向上推進室 室長 兼 コストマネジメント部 部長 兼 業務安全マネジメント部 部長
（業務品質向上推進室 室長 兼 コストマネジメント推進部 部長 兼 業務安全推進部 部長）
松本 幸男
事業管理室 第一事業管理グループ グループマネージャー
（事業管理室 第六管理グループ グループマネージャー）

佐藤 淳

事業管理室 第二事業管理グループ グループマネージャー
（事業管理室 第二管理グループ グループマネージャー）

大江 和恵

事業管理室 第三事業管理グループ グループマネージャー
（事業管理室 第五管理グループ グループマネージャー）

吉村 貢

事業管理室 第四事業管理グループ グループマネージャー
久保田 浩司
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事業管理室 関西事業管理部 部長
（事業管理室 関西管理部 部長）

椙下 昭博

ＣＭ制作事業本部 クリエイティブ プロデュース一部 部長
（ＣＭ制作事業本部 第一制作部 部長）

渡部 直之

ＣＭ制作事業本部 クリエイティブ プロデュース二部 部長
（ＣＭ制作事業本部 第二制作部 部長）

福田 昌史

ＣＭ制作事業本部 クリエイティブ プロデュース三部 部長
（ＣＭ制作事業本部 Ｆｉｒｅｗｏｒｋｓ 部長）

織茂 孝輔

ＣＭ制作事業本部 クリエイティブ プロデュース四部 部長
（ＣＭ制作事業本部 統合プロデュース部 部長）

山口 実

映像制作事業本部 映像コンテンツプロデュース部 部長
（プロモーション映像制作事業本部 映像制作部 部長）

板垣 裕一

映像制作事業本部 映像コンテンツクリエイティブ部 部長
（プロモーション映像制作事業本部 コンテンツクリエイティブ部 部長）

岩本 太郎

執行役員 兼 企画制作事業本部 本部長 兼 制作プロデュース二部 部長
（企画制作事業本部 本部長 兼 ビジュアルクリエイティブスタジオ 部長 兼 事業開発部 部長）
鍬形 治
企画制作事業本部 本部長補佐
（企画制作事業本部 デザイン二部 部長）

瀧澤 武仁

企画制作事業本部 デザイン二部 部長

諸橋 裕子

企画制作事業本部 コピー部 部長

伊藤 俊輔

企画制作事業本部 制作プロデュース一部 部長
（企画制作事業本部 制作プロデュース部 部長 兼 ＰＸ制作ルーム 部長）
西川 肇
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企画制作事業本部 ビジュアルクリエイティブスタジオ 部長

渡邉 恒哉

デジタルプロモーション事業本部 本部長 兼 クリエイティブテクノロジー部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 本部長補佐）

備前島 拓人

デジタルプロモーション事業本部 本部長補佐 兼 デジタルプロモーション部 部長
（ＩＴソリューション事業本部 本部長補佐 兼 プロデュース部 部長）

秋田 功

デジタルプロモーション事業本部 ＤＰ⇒Ｒ部 部長

浅原 尚弥

デジタルプロモーション事業本部 ＤＣ⇒ＰＲ部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 ＰＲデザイン部 部長）

狩野 広

デジタルプロモーション事業本部 マーケティングソリューション部 部長

八田 大吾

イベント・スペースプロモーション事業本部 プロデュース一部 部長
（イベント・スペースプロモーション事業本部 プロデュース四部 部長）

中島 康博

イベント・スペースプロモーション事業本部 プロデュース三部 部長 兼 関西プロデュース部 部長
（イベント・スペースプロモーション事業本部 発注統括部 部長）

平塚 弘史

イベント・スペースプロモーション事業本部 海外業務開発部 部長
（イベント・スペースプロモーション事業本部 関西プロデュース部 部長）

竹村 公一

プレミアム事業本部 本部長補佐 兼 企画プロデュース部 部長
（プレミアム事業本部 企画プロデュース部 部長）

摺澤 和浩

プレミアム事業本部 生産管理部 部長

村田 聡一

執行役員 兼 店頭プロモーション事業本部 本部長 兼 リテールプロデュース部 部長
（執行役員 兼 店頭プロモーション事業本部 本部長 兼 店頭制作部 部長）

中尾 嘉則

店頭プロモーション事業本部 本部長補佐

玉野 貴也

店頭プロモーション事業本部 店頭制作部 部長

上林 久子
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執行役員 兼 印刷事業本部 本部長 兼 プロデュース二部 部長
（執行役員 兼 関西支社 支社長 兼 クロスメディア制作部 部長）

内田 剛

プロモーションプロデュース事業本部 本部長補佐 兼 プロモーションプロデュース三部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 本部長補佐 兼 プロモーションプロデュース二部 部長）
西脇 寛文
プロモーションプロデュース事業本部 第四アカウントグループ アカウントグループマネージャー
プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース二部 部長

金子 真二
二星 多賀子

プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース五部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース七部 部長）

原田 一志

プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース七部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース八部 部長）

菅 真輝

プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース八部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 第六アカウントグループ アカウントグループマネージャー）田辺 洋一
プロモーションプロデュース事業本部 テーマアカウント部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース三部 部長）

駒形 茂伸

関西支社 プロモーションプロデュース二部 部長
（関西支社 プロモーションプロデュース三部 部長）

住田 晃彦

関西支社 プロモーションプロデュース三部 部長
兼 店頭プロモーション事業本部 西日本店頭プロデュース部 部長
（関西支社 プロモーションプロデュース二部 部長
兼 店頭プロモーション事業本部 西日本店頭プロデュース部 部長）
関西支社 クロスメディア制作部 部長

黒木 大輔
半田 泰明

名古屋支社 支社長 兼 プロモーションプランニング部 部長
（プロモーションプロデュース事業本部 第五アカウントグループ アカウントグループマネージャー） 吉永 肇
以上
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