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博報堂プロダクツ  広報部  

TEL：03-5144-7228  

2020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、2020 年 4 月 1 日付で以下の通り、人事異動を行いましたのでお知ら

せいたします。 

                               

2020年 4月 1日付  【人事異動】（カッコ内は旧職） 

＜人事室＞ 

給与部 部長                                             宮島 節子 

（人事室 人事部 給与チーム チームリーダー） 

労務部 部長 兼 採用部 部長                                  宮崎 登史 

（人事室 人事部 労務チーム チームリーダー） 

 

＜経営計画室＞ 

室長代理                                                小幡 朋州 

（株式会社博報堂 アカウント統括局 国内計画推進ＧＭ） 

 

＜情報システム室＞ 

室長代理 兼 情報システム室 ITイノベーション推進部 部長                 原田 一志                            

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業六部 部長） 

情報システム二部 部長                                       木本 邦史 

（情報システム室 情報システム二部 インフラマネジメントチーム） 

 

＜事業管理室＞ 

室長代理                                                西尾 英樹 

（プレミアム事業本部 本部長） 

第六事業管理グループ グループマネージャー                            橋口 潤一 

（企画制作事業本部） 

第九事業管理グループ グループマネージャー                             佐藤 淳 

（事業管理室 第六事業管理グループ グループマネージャー） 

 

＜事業企画室＞   

 室長代理 兼 事業企画部 部長                                 佐藤 正則 

（事業企画室 事業企画部 部長） 
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＜映像クリエイティブ事業本部＞ 

本部長 兼 エージェンシープロデュース部 部長                            茂木 敦 

（映像クリエイティブ事業本部 本部長） 

 

＜動画ビジネスデザイン室＞ 

コミュニケーションデザイン部 部長                                  岩本 太郎 

（映像クリエイティブ事業本部 コンテンツクリエイション部 部長） 

動画プロデュース部 部長                                       桐石 雄毅 

（企画制作事業本部 デザイン三部 プロデュースチーム チームリーダー） 

コンテンツクリエイション部 部長                                    竹内 一峰 

（企画制作事業本部 コンテンツデザイン部 モーショングラフィックチーム チームリーダー） 

 

＜企画制作事業本部＞  

デザイン一部 部長                                          板野 創造 

（企画制作事業本部 デザイン一部 板野チーム チームリーダー） 

デザイン三部 部長                                          原田 篤史 

（企画制作事業本部 制作マネジメント部 部長） 

コピー部 部長                                            横溝 孔太郎 

（企画制作事業本部 デザイン一部 部長） 

ウラワザ 部長                                             伊藤 俊輔 

（企画制作事業本部 コンテンツデザイン部 部長） 

 

＜カスタマーリレーション事業本部＞   

カスタマーコンタクト部 部長                                     金井 敏和 

（カスタマーリレーション事業本部 カスタマーコンタクト一部 部長） 

フルフィルメント部 部長                                        山下 岳士 

（カスタマーリレーション事業本部 カスタマーコンタクト二部 部長） 

EC ソリューション部 部長                                       中井 和宏 

（カスタマーリレーション事業本部） 

   

＜データビジネスデザイン事業本部＞ 

本部長 兼 データビジネスデベロップメント部 部長                        菊地 友幸 

（データビジネスデザイン事業本部 本部長） 

CRMデザイン部 部長                                         西川 暢一 

（データビジネスデザイン事業本部 データマーケティング一部 部長） 
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＜デジタルプロモーション事業本部＞  

デジタルプロモーション三部 部長                                   藤原 弘治 

（デジタルプロモーション事業本部 ギルドクリエーション部 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 兼 プロデュース二部 部長                               奥本 聡 

（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 部長） 

 

＜リテールプロモーション事業本部＞ 

リテールテクノロジー部 部長                                     和泉 智泰 

（リテールプロモーション事業本部 リテールアカウント戦略部 部長） 

 

＜プロモーションプロデュース事業本部＞  

プロデュース事業一部 部長 兼 プロデュース事業三部 部長 兼 デジタルフロント部 担当部長                

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業三部 部長）            三ツ石 史生 

プロデュース事業四部 部長                                     兵頭 徹也 

（プロモーションプロデュース事業本部 ディベロップ事業二部 部長） 

プロデュース事業五部 部長 兼 ＯＭＯ業務部 担当部長                    菅 真輝 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業四部 部長） 

プロデュース事業六部 部長                                       中川 宰 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業テーマビジネス部 部長） 

プロデュース事業七部 部長 兼 HR業務部 担当部長                     田辺 洋一 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業七部 部長） 

プロデュース事業八部 部長 兼 イベント業務部 担当部長                  栗田 篤史 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業八部 部長） 

プロデュース事業統合プロデュース部 部長 兼 動画プロデュース部 担当部長         山口 実 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業統合プロデュース部 部長） 

ディベロップ事業部 部長                                       鈴木 拓也 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業五部 部長） 

 

＜九州支社＞  

九州支社 デジタル・データマーケティング部 部長                           川﨑 洋 

（九州支社 ダイレクトマーケティング部 部長） 

  

以上 


