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博報堂プロダクツ  広報部  

TEL：03-5144-7219  

 
2015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、2015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。 
 
 
＜2015年 4月 1日付＞ 
【人事異動】（カッコ内は旧職） 
 
執行役員 兼 人事室長 兼 総務・コンプライアンス室長 兼 総務・コンプライアンス室 広報部長 
（執行役員 人事室長 兼 総務・コンプライアンス室長）                      川上 雅人 
 
総務・コンプライアンス室コンプライアンス推進部長 兼 総務部長 
（総務・コンプライアンス室コンプライアンス推進部長）                         武藤 哲也 
 
業務品質向上推進室長 兼 業務品質向上推進室コストマネジメント推進部長  
兼 業務品質向上推進室業務安全推進部長 
（業務品質向上推進室長 兼 業務品質向上推進室業務安全推進部長）          松本 幸男                          
                                 
事業管理室第三管理グループ 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）                      寺林 和郎                                   
 
事業管理室第四管理グループ グループマネージャー 
（総務・コンプライアンス室総務部長）                                  小田  拓 
 
事業管理室第五管理グループ グループマネージャー 
（事業管理室九州管理グループ グループマネージャー  
兼 事業管理室名古屋管理グループ グループマネージャー）                     吉村  貢 
                        
事業管理室第六管理グループ グループマネージャー 
（事業管理室関西管理グループ グループマネージャー）                       佐藤  淳 
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事業管理室第七管理グループ 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）                       平田 幸彦 
                                  
事業管理室計画管理グループ グループマネージャー 
（事業企画室）                                              金川 征弘 
                                   
事業管理室関西管理部長 
（業務品質向上推進室コストマネジメント推進部長）                        椙下 昭博 
                                  
フォトクリエイティブ事業本部フォトクリエイティブ 部長 
（フォトクリエイティブ事業本部フォトクリエイティブ チームリーダー）                  百々  新 
                                  
フォトクリエイティブ事業本部ビジネスディベロップメントグループ グループマネージャー 
（フォトクリエイティブ事業本部）                                     後藤 鉄也 
 
フォトクリエイティブ事業本部 ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ グループマネージャー 
（フォトクリエイティブ事業本部 ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ 部長代理）                峰岸 恒雄 
                                 
ＣＭ制作事業本部統合プロデュース部長 
（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六部  
プロモーションプロデュース第三チーム チームリーダー）                        山口  実 

 
企画制作事業本部デザイン一部長 
（企画制作事業本部デザイン三部横溝チーム チームリーダー）                 横溝 孔太郎 
                                  
企画制作事業本部デザイン二部長 
（企画制作事業本部デザイン三部長）                                瀧澤 武仁 
                                  
企画制作事業本部クロスメディアクリエイティブ一部長 
（企画制作事業本部デジタルコンテンツデザイン部長）                         李 昌洙 

 
企画制作事業本部クロスメディアクリエイティブ二部長 
（企画制作事業本部コピー部長）                                   竹山 まり子 
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企画制作事業本部本部長補佐 兼 企画制作事業本部ＰＸ制作ルーム部長 
（企画制作事業本部本部長補佐）                                  秋山 隆之 
                                    
企画制作事業本部制作プロデュース部長 
（企画制作事業本部デザイン一部長）                                  西川 肇 
                                    
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 兼 企画制作事業本部事業開発部長 
（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）                     橋口 潤一 

 
ダイレクトマーケティング事業本部データベースマーケティング一部長 
（ダイレクトマーケティング事業本部データベースマーケティング部長）                大木 真吾 
                                   
ダイレクトマーケティング事業本部データベースマーケティング二部長 
（ダイレクトマーケティング事業本部ＫＰＩデザイン部長）                      菊池 友幸 
   
取締役執行役員 兼 ダイレクトマーケティング事業本部長 
兼 ダイレクトマーケティング事業本部データベースマーケティング三部長 
兼 ダイレクトマーケティング事業本部Ｂｕｙｎｄ事業推進部長 
（取締役執行役員 兼 ダイレクトマーケティング事業本部長 
兼 ダイレクトマーケティング事業本部Ｂｕｙｎｄ事業推進部長 
兼 顧客化接点事業推進室長）                                      境 千春 

 
ＩＴソリューション事業本部システム開発部長 
（ＩＴソリューション事業本部ソリューションサービス部長）                      山城 哲治 
 
イベント・スペースプロモーション事業本部 本部長補佐  
兼 イベント・スペースプロモーション事業本部テーマアカウント部長 
（イベント・スペースプロモーション事業本部 本部長補佐）                    山之内 弘二 
 
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二部長 
（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一部第一チーム チームリーダー）      奥本 聡 

 
イベント・スペースプロモーション事業本部スペースデザイン部長 
（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二部長）                  川崎 年登 

 



 

 

NEWS RELEASE 
 

本件に関するお問合せ 

博報堂プロダクツ  広報部  

TEL：03-5144-7219  

 
プレミアム事業本部企画プロデュース部長 
（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長）              摺沢 和浩 

 
執行役員 兼 店頭プロモーション事業本部長 兼 店頭プロモーション事業本部店頭製作部長 
（店頭プロモーション事業本部長 兼 店頭什器製作部長）                    中尾 嘉則 
                                    
店頭プロモーション事業本部店頭フィールドプロモーション部長 
（店頭プロモーション事業本部店頭フィールドプロモーション部店頭ＳＰ・ＩＦチーム チームリーダー） 

和泉 智泰 
店頭プロモーション事業本部店頭プランニング部長 
（店頭プロモーション事業本部店頭フィールドプロモーション部長）                  公本 樹祥 

 
執行役員 兼 印刷事業本部長 兼 印刷事業本部プロデュース二部長 
（印刷事業本部長 兼 印刷事業本部印刷プロデュース部長）                  西尾 英樹 

 
印刷事業本部プロデュース一部長 
（印刷事業本部業務開発部長）                                   在津 秀紀 

 
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長 
（イベント・スペースプロモーション事業本部テーマアカウント部長）                  駒形 茂伸 

 
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九部長）               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九部長 
（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十部長）              唐沢 茂典 

 
プロモーションプロデュース事業本部 第二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 第三アカウントグループ アカウントグループマネージャー）奥村 麻美 

 
プロモーションプロデュース事業本部 第三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 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）井上 朋彦 

 
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 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）細川 真志 
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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 
（関西支社プロモーションプロデュース一部 第三アカウントチーム チームリーダー）       田辺 洋一 

 
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十部長 
（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十一部長）            篠崎 文彦 

 
執行役員 兼 関西支社長 兼 関西支社クロスメディア制作部長 
（執行役員 兼 関西支社長）                                      内田 剛 

 
関西支社プロモーションプロデュース二部長 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長 
（関西支社プロモーションプロデュース二部長 兼 店頭プロモーション事業本部西日本プロデュース部長） 

黒木 大輔 
関西支社プロモーションプロデュース三部長 
（関西支社クロスメディアクリエイティブ部長）                             住田 晃彦 

 
九州支社ダイレクトマーケティング部長 兼 九州支社プロモーションプランニング部長 
（ダイレクトマーケティング事業本部）                                  中井 和宏 
 
名古屋支社長 兼 名古屋支社プロモーションプランニング部長 
（名古屋支社長 兼 名古屋支社クロスメディアクリエイティブ部長）                和田 圭司 
 
 

以上 


