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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、2022 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。 

                               

2022 年 4 ⽉ 1 ⽇付 

【⾮常勤取締役の新任】 

⾮常勤取締役                                 望⽉ 圭介 

 

【役員の兼務状況変更】 （カッコ内は旧職） 

執⾏役員 兼 ビジネスコンプライアンス室 室⻑ 発注マネジメント部 部⻑      鈴⽊ 剛 

（執⾏役員 兼 ビジネスコンプライアンス室 室⻑） 

執⾏役員 兼 事業企画室⻑ 兼 事業企画部 部⻑                 ⼩幡 朋州 

（執⾏役員 兼 経理室⻑）  

 

 

【⼈事異動】 

＜ビジネスコンプライアンス室＞ 

情報リスクマネジメント部 部⻑                        岩瀬 朋⼦ 

（情報リスクマネジメント部 チームリーダー） 

専⾨業務リスクマネジメント部 部⻑                      ⾼橋 洋市 

（業務安全マネジメント部 チームリーダー） 

デジタル業務リスクマネジメント部 部⻑                    ⼋⽥ ⼤吾 

（デジタルプロモーション事業本部 テクノロジープロデュース部 チームリーダー） 



 

 

＜情報システム室＞ 

情報システム室 室⻑代理 兼 情報システム⼀部 部⻑               ⽊村 勇介 

（情報システム⼀部 部⻑） 

 

＜総務室＞ 

広報部 部⻑                                 兵頭 徹也 

（プロモーションプロデュース事業本部 パブリック事業マネジメント部 担当部⻑） 

 

＜計画管理室＞ 

第⼀計画部 部⻑                                ⻄川 肇 

（事業管理室 第⼀計画部 部⻑） 

第⼆計画部 部⻑                               平塚 弘史 

（事業管理室 第⼆計画部 部⻑） 

第三計画部 部⻑                               駒形 茂伸 

（ビジネスコンプライアンス室 室⻑代理 兼 発注マネジメント部 部⻑ 兼 情報リスクマネジ

メント部 部⻑） 

管理部 部⻑                                  佐藤 淳 

（事業管理室 管理部 部⻑ 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 部⻑） 

 

＜事業企画室＞ 

主計部 部⻑                                 清⽔ 利尚 

（経理室 主計部 部⻑） 

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

（ビジネスコンプライアンス室 グループ会社マネジメント部 部⻑） 

 

 

 



 

 

＜フォトクリエイティブ事業本部＞ 

マネジメント補佐                               ⼤江 和恵 

（ビジネスコンプライアンス室 グループ会社マネジメント部） 

Ｐｈｏｔｏ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｇｒｏｕｐ 部⻑                   廣瀬 達郎 

（Ｐｈｏｔｏ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｇｒｏｕｐ チームリーダー） 

フォトクリエイティブ 部⻑                           岡 祐介 

（フォトクリエイティブ チームリーダー）  

ｄｒｏｐ 部⻑                                        ⻲井 友吉 

（ｄｒｏｐチームリーダー） 

ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ 部⻑                                        峰岸 恒雄 

（ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＤＸＰ グループマネージャー） 

ＥＮＧＩＮＥ ＰＨＯＴＯ ＣＲＥＡＴＩＶＥ 部⻑                岩井 尚⼦ 

（Ｃｒｅａｔｉｖｅ ＯＮＥ 部⻑） 

Ｃｒｅａｔｉｖｅ ＯＮＥ 部⻑                         ⼤⽵ 明佳 

（Ｃｒｅａｔｉｖｅ ＤＥＬＴＡ チームリーダー） 

ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＤＸＰ部⻑                          ⼩林 仁 

（ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＤＸＰ チームリーダー） 

 

＜映像クリエイティブ事業本部＞ 

マネジメント補佐 兼 プロダクションサポート部 部⻑                南 孝⽂ 

（プロダクションサポート部 部⻑ 兼 マネジメント補佐 兼 クリエイティブプロデュース三部 

部⻑） 

クリエイティブプロデュース三部 部⻑                       ⾦⼦ 裕 

（クリエイティブプロデュース三部） 

コンテンツプロデュース部 部⻑                        板垣 裕⼀ 

（コンテンツプロデュース⼀部 部⻑） 

 



 

 

＜REDHILL事業本部＞ 

マネジメント補佐                               下村 嘉伸 

（プロダクションコントロール部） 

プロダクションコントロール部 部⻑                       福⽥ 敦志 

（プロダクションコントロール部 チームリーダー） 

ポストプロダクション⼆部 部⻑                         ⼤平 雅之 

（ポストプロダクション⼀部 チームリーダー） 

 

＜動画ビジネスデザイン室＞ 

マネジメント補佐                               岩本 太郎 

（コミュニケーションデザイン部 部⻑ 兼 マネジメント補佐） 

デジタル統合プランニング部 部⻑                        伊藤 亮佑 

（コミュニケーションデザイン部） 

マルチクリエイション部 部⻑                         ⽵内 ⼀峰 

（コンテンツクリエイション部 部⻑） 

 

＜企画制作事業本部＞ 

マネジメント補佐                               橋⼝ 潤⼀ 

（マネジメント補佐） 

 

＜カスタマーリレーション事業本部＞ 

本部⻑補佐 兼 マネジメント補佐                         菅 真輝 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロデュース事業五部 部⻑ 兼 マネジメント補佐 兼 

ＯＭＯ事業部 担当部⻑） 

ダイレクトマーケティング⼀部 部⻑                     菊地 あかり 

（ダイレクトマーケティング⼀部 チームリーダー） 

ダイレクトマーケティング五部 部⻑                       加藤 康佳 



 

 

（ダイレクトマーケティング⼀部 部⻑） 

 

＜データビジネスデザイン事業本部＞ 

マネジメント補佐                               ⻑⾕ 孝祥 

(マネジメント補佐) 

本部⻑補佐 兼 ＣＲＭデザイン⼀部 部⻑                      ⻄川 暢⼀ 

（ＣＲＭデザイン部 部⻑） 

ＣＲＭデザイン⼆部 部⻑                          河⻄ 夏葉⼦ 

（ＣＲＭデザイン部 チームリーダー） 

 

＜デジタルプロモーション事業本部＞ 

マネジメント補佐                                                         仙波 ⼀郎 

（デジタルプロモーション⼆部 チームリーダー） 

テクノロジープロデュース部 部⻑ 兼 デジタルデザイン部 部⻑          ⽯⽥ 眞規 

（テクノロジープロデュース部 部⻑） 

 

＜イベント・スペースプロモーション事業本部＞ 

マネジメント補佐 兼 プロデュース⼀部 部⻑                   奥本 聡 

（本部⻑補佐 兼 マネジメント補佐） 

統合プロモーション部 部⻑                          中島 康博 

（ライブ・プロモーション部 チームリーダー） 

 

＜プレミアム事業本部＞ 

本部⻑補佐 兼 マネジメント補佐 兼 取引管理部 部⻑               ⾦川 征弘 

（本部⻑補佐 兼 マネジメント補佐 兼 取引管理部 部⻑） 



 

 

＜リテールプロモーション事業本部＞ 

マネジメント補佐                               在津 秀紀 

（印刷什器プロデュース⼀部 部⻑ 兼 マネジメント補佐） 

印刷什器プロデュース⼀部 部⻑                         油⽯ 浩史 

（印刷什器プロデュース⼀部 チームリーダー） 

 

＜プロモーションプロデュース事業本部＞ 

執⾏役員 兼 マネジメント補佐                            内⽥ 剛 

（執⾏役員 兼 事業管理室 室⻑ 兼 事業管理室 計画⽀援部 部⻑） 

第⼀プロデュース部 部⻑                           新保 幸敏 

（プロデュース事業⼀部 部⻑） 

第⼆プロデュース部 部⻑                            栗⽥ 篤史 

（プロデュース事業⼆部 部⻑ 兼 イベント業務部 担当部⻑） 

第三プロデュース部 部⻑ 兼 デジタルアカウントプロデュース部 部⻑      三ツ⽯ 史⽣ 

（プロデュース事業三部 部⻑ 兼 マネジメント補佐 兼 デジタルフロント部 担当部⻑） 

第四プロデュース部 部⻑                           杉井 豊 

（プロデュース事業四部 部⻑） 

第五プロデュース部 部⻑                           細川 真志 

（プロデュース事業五部 チームリーダー） 

第六プロデュース部 部⻑                            中川 宰 

（プロデュース事業六部 部⻑） 

第七プロデュース部 部⻑                            ⽥辺 洋⼀ 

（プロデュース事業七部 部⻑ 兼 マネジメント補佐 兼 ＨＲ事業部 担当部⻑） 

第⼋プロデュース部 部⻑                          ⼆星 多賀⼦ 

（プロデュース事業⼋部 部⻑） 

第九プロデュース部 部⻑                           ⾼桑 裕介 

（プロデュース事業九部 部⻑） 



 
本件に関するお問合せ 

株式会社博報堂プロダクツ  広報部 坂場  
TEL︓03-5144-7228 

MAIL:hp.koho@hakuhodo.co.jp 

統合プロデュース部 部⻑                             ⼭⼝ 実 

（プロデュース事業統合プロデュース部 部⻑） 

ビジネスデザイン部 部⻑                              鈴⽊ 拓也 

（ディベロップ事業部 部⻑） 

 

＜関⻄⽀社＞ 

マネジメント補佐 兼 統合プロモーション部 部⻑                ⿊⽊ ⼤輔 

（統合プロモーション部 部⻑ 兼 マネジメント補佐 

 

＜九州⽀社＞ 

マネジメント補佐                               ⼭嵜 公嗣 

（プロモーションデザイン部 部⻑ 兼 マネジメント補佐） 

プロモーションデザイン⼀部 部⻑                        浦瀨 ⼤志 

（デジタル・プロモーションデザイン部 チームリーダー） 

プロモーションデザイン⼆部 部⻑                         川﨑 洋 

（デジタル・プロモーションデザイン部 部⻑） 

 

＜中部⽀社＞ 

マネジメント補佐 兼 統合プロモーション部 部⻑                前川 仁志 

（統合プロモーション部 部⻑ 兼 マネジメント補佐） 

 

 

＜2022年3⽉31⽇付＞ 

【役員の退任】 

（⾮常勤取締役）                              菊地 英之 

 

以上 


