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博報堂プロダクツ  広報部  

TEL：03-5144-7228  

2021 年 4 月 1 日 

株式会社 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、2021 年 4月 1 日付にて以下の通り、人事異動を行いました

のでお知らせいたします。 

                               

2021 年 4 月 1 日付 

【役員の兼務状況変更】 （カッコ内は旧職） 

常務執行役員 兼 フォトクリエイティブ事業本部 本部長 兼 Ｐｈｏｔｏ Ｓｕｐｐｏｒ

ｔ Ｇｒｏｕｐ 部長                           高橋秀行 

（常務執行役員 兼 フォトクリエイティブ事業本部 本部長） 

 

執行役員 兼 映像事業統括担当補佐 兼 ビジネスコンプライアンス室 業務安全マネジメ

ント部 部長 兼 クリエイティブリスクマネジメント部 部長         川嵜達也                       

（取締役常務執行役員 兼 映像事業統括担当） 

 

執行役員 兼 事業管理室 室長 兼 計画支援部 部長              内田剛

（執行役員 兼 事業管理室 室長 兼 事業管理室 コストマネジメント部 部長） 

 

 

【人事異動】 

＜ビジネスコンプライアンス室＞ 

室長代理 兼 発注マネジメント部 部長 兼 情報リスクマネジメント部 部長  駒形茂伸 

（総務室 総務部 部長） 

グループ会社マネジメント部 部長                     山田潤一 

（経営計画室 主計部 部長） 

 

＜事業管理室＞ 

室長代理 兼 経理室 室長代理                      久保田浩司 

（経営計画室 グループ統括部 部長 兼 経理部 部長） 
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第一計画部 部長                             西川肇 

（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） 

第二計画部 部長                            平塚弘史 

（事業管理室 第八事業管理グループ グループマネージャー） 

管理部 部長 兼 ビジネスコンプライアンス室 会計リスクマネジメント部 部長  佐藤淳 

（事業管理室 第九事業管理グループ グループマネージャー） 

ピアラウンジ部 部長                           加藤広子 

（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） 

 

＜情報システム室＞ 

室長 兼 ＩＴイノベーション推進部 部長                   叶修吾 

（情報システム室 室長） 

 

＜経理室＞ 

経理部 部長                                原浩介 

（経営計画室 経理部 経理チーム チームリーダー） 

主計部 部長                               清水利尚 

（経営計画室 主計部 主計チーム チームリーダー） 

 

＜総務室＞ 

室長代理 兼 総務部 部長                         武藤哲也 

（総務室 コンプライアンス部 部長） 

 

＜事業企画室＞ 

室長代理 兼 ＢＸ推進部 部長                       原田一志 

（情報システム室 ＩＴイノベーション推進部 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 部長 兼 ｄｒｏｐ 部長                 百々新 

（フォトクリエイティブ 部長） 

ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ 部長 兼 ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＤＸＰ部長         西島英二 

（ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ 部長） 
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ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＤＸＰ グループマネージャー             峰岸恒雄 

（ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ グループマネージャー） 

 

＜企画制作事業本部＞ 

インタラクションデザイン部 部長                    川和田将宏 

（デザイン一部 川和田チーム チームリーダー） 

デジタルデータデザイン部 部長                      原田篤史 

（デザイン三部 部長） 

 

＜カスタマーリレーション事業本部＞ 

本部長補佐                               松田真治 

カスタマーコンタクト一部 部長                      金井敏和 

（カスタマーコンタクト部 部長） 

カスタマーコンタクト二部 部長                      山下岳士 

（フルフィルメント部 部長） 

 

＜データビジネスデザイン事業本部＞ 

データビジネスデベロップメント一部 部長                 鈴木隆文 

（データビジネスデベロップメント部） 

データビジネスデベロップメント二部 部長                  菅祐介 

（データビジネスデベロップメント部） 

 

＜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一部 部長                     深江洋介 

（デジタルプロモーション二部 クロスメディアプロデュース第四チーム チームリーダー） 

アクティベーション・プランニング部 部長                 納庄正樹 

（デジタルプロモーション二部 部長） 

ＷＥＢマーケティング部 部長                        藤井誠 

（ＷＥＢ・システム部 部長） 

テクノロジープロデュース部 部長                     石田眞規 

（デジタルプロモーション一部 クロスメディアプロデュース第三チーム チームリーダー）  

デジタルプロモーション二部 部長 兼 デジタルデザイン部 部長       藤原弘治 
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（デジタルプロモーション三部 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 海外事業推進室 室長代理                  長田芳曉 

（海外事業推進室 室長代理） 

プロデュース二部 部長                           横山泉 

（プロデュース二部） 

 

＜プレミアム事業本部＞ 

本部長補佐 兼 取引管理部 部長                      金川征弘 

（事業管理室） 

プロデュース部 部長                           岡本尚樹 

（プロデュース部 第一チーム チームリーダー） 

 

＜リテールプロモーション事業本部＞ 

リテールプランニング部 部長 兼 リテールテクノロジー部 部長       安田敏孫 

（リテールプランニング部 部長） 

リテールクリエイティブ部 部長                      西塚利広 

（リテールプランニング部 リテールクリエイティブチーム チームリーダー） 

 

＜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                        新保幸敏 

（プロデュース事業一部） 

プロデュース事業二部 部長 兼 イベント業務部 担当部長          栗田篤史 

（プロデュース事業八部 部長 兼 イベント業務部 担当部長） 

プロデュース事業四部 部長                         杉井豊 

（プロデュース事業四部 プロデュース第二チーム チームリーダー） 

パブリック事業マネジメント部 担当部長                  兵頭徹也 

（プロデュース事業四部 部長） 

プロデュース事業八部 部長                       二星多賀子 

（プロデュース事業二部 部長） 
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＜九州支社＞ 

プロモーションデザイン部 部長                      山嵜公嗣 

（プロモーションプロデュース部 部長） 

デジタル・プロモーションデザイン部 部長                  川﨑洋 

（デジタル・データマーケティング部 部長） 

クロスメディアクリエイティブ部 部長                  生田耕一郎 

（クリエイティブ部 部長） 

 

＜名古屋支社＞ 

支社長 兼 プロモーションプロデュース部 部長               平井重樹 

（プロモーションプロデュース部 部長） 

統合プロモーション部 部長                        前川仁志 

（プロモーションプランニング部 部長） 

 

  

以上 


