
  

1 

2021 年 2 月 25 日 

各  位 

 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

 戦略統括本部 社長室

  （TEL. 03-5449-6300㈹）

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、下記のとおり役員の異動を内定しましたのでお知らせいたします。下記取締役の異動については、本年

６月に予定されている定時株主総会および同日開催予定の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。 

 

記 

 

１．執行役員の新任 （２０２１年４月１日付） 

氏  名 新  職 旧  職 

齋藤 充 

執行役員  

プロダクト統括補佐  

兼 パートナーアカウント統括補佐  

兼 プロダクト開発本部長 

プロダクト統括補佐 

兼 プロダクト開発本部長 

 

 

２．取締役の主たる兼務状況および執行役員の担当職務の変更（２０２１年４月１日付） 

氏  名 新  職 旧  職 

島田 雅也 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

取締役（兼務） 

株式会社アイレップ代表取締役会長（兼

務） 

代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス執

行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

取締役（兼務）  

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

相坂 勇人 

取締役副社長執行役員 COO 

グローバル統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

取締役常務執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

取締役副社長執行役員 COO 

第一アカウント統括 兼 グローバル統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

取締役執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

大塔 達也 

専務取締役執行役員 CFO 

コーポレート統括 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス執

行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

専務取締役執行役員 CFO 

アドミニ統括 兼 ストラテ統括 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス執

行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

田中 雄三 

常務取締役執行役員  

パートナーアカウント統括  

兼 メディアオペレーション統括 

常務取締役執行役員 

メディアソリューション統括  

兼 第二アカウント統括 

豊福 直紀 
取締役執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

取締役執行役員  

第二アカウント統括補佐 

兼 パートナービジネス本部長 
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上原 直人 

取締役執行役員 

コーポレート統括補佐  

兼 戦略統括本部長 

取締役執行役員 

ストラテ統括補佐  

兼 戦略統括本部長 

手塚 圭一 

取締役執行役員  

プロダクト統括  

兼 イノベーション統括補佐  

兼 イノベーション統括本部長 

取締役執行役員  

プロダクト統括 

兼 メディアソリューション統括補佐  

兼 イノベーション統括補佐 

兼 イノベーション統括本部長 

安藤 元博 

取締役執行役員 

メディアビジネス基盤開発担当 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂常務執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ常務執行役員（兼務） 

取締役執行役員 

メディアビジネス基盤開発担当 

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

山田 覚 

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

取締役  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

野沢 直樹 

取締役 

株式会社読売広告社専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役執行役員（兼務） 

岡部 耕司 

執行役員  

博報堂デジタルイニシアティブ統括補

佐 

兼 パートナーアカウント統括補佐  

兼 プラットフォームストラテジー本

部長 

執行役員 

メディアソリューション統括補佐  

兼 プラットフォームストラテジー本

部長 

貞岡 裕達 

執行役員  

コーポレート統括補佐  

兼 メディアオペレーション統括補佐 

兼 経営管理本部長 

執行役員  

アドミニ統括補佐  

兼 経営管理本部長 

石川 直樹 

執行役員 

博報堂デジタルイニシアティブ統括 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ執行役員（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

執行役員  

第一アカウント統括補佐  

兼 博報堂デジタルイニシアティブ本

部長  

兼 グループデジタルイニシアティブ 

本部長 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ（兼務） 

株式会社アイレップ取締役（兼務） 

中野 豊 

執行役員 

パートナーアカウント統括補佐 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ（兼務） 

執行役員  

第二アカウント統括補佐 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ（兼務） 

小林 武帥 

執行役員 

パートナーアカウント統括補佐  

兼 パートナービジネス本部長 

執行役員 

メディアソリューション統括補佐  

兼 ソリューションサービス本部長 
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3．取締役の新任および退任（２０２１年６月予定） 

 [新任取締役] 

氏  名 新  職 旧  職 

江花 昭彦 

取締役 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂取締役専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役専務執行役員（兼務） 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

専務執行役員 

株式会社博報堂取締役専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ専務執行役員（兼務） 

 

 [退任取締役] 

氏  名 新  職 旧  職 

豊福 直紀 
執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

取締役執行役員 

メディアオペレーション統括補佐 

野沢 直樹 
株式会社読売広告社取締役専務執行役

員 

取締役 

株式会社読売広告社専務執行役員（兼

務） 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナ

ーズ取締役（兼務） 

 

 

4．取締役の主たる兼務状況の変更（２０２１年６月予定） 

氏  名 新  職 旧  職 

山田 覚 

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

取締役執行役員（兼務） 

取締役  

株式会社博報堂執行役員（兼務）  

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

執行役員（兼務） 

 

 

5．監査役の新任および退任（２０２１年６月予定） 

[新任監査役] 

氏  名 新  職 旧  職 

三神 正樹 常勤監査役 
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

顧問 

 

[退任監査役] 

氏  名 新  職 旧  職 

森嶋 士郎  常勤監査役 

 

以 上 
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◆２０２１年４月１日付 経営体制 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長執行役員 CEO 

（Chief Executive Officer） 

島田 雅也 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

㈱株式会社アイレップ代表取締役会長 

取締役副社長執行役員 COO 

（Chief Operating Officer） 

相坂 勇人 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員 

㈱アイレップ取締役 

専務取締役執行役員 CMO  

（Chief Marketing Officer） 

徳久 昭彦 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

専務取締役執行役員 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

大塔 達也 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱アイレップ取締役 

常務取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 豊福 直紀  

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 手塚 圭一  

取締役執行役員 安藤 元博 ㈱博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

㈱博報堂常務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

取締役（非常勤） 山田  覚 ㈱博報堂執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） 野沢 直樹 ㈱読売広告社専務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 

取締役（非常勤） 菅井 陽司 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

㈱博報堂 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員 大丸 充雄  

執行役員 菅沼 道彦  

執行役員 北浦 啓子 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員 岡部 耕司  

執行役員 貞岡 裕達  

執行役員 石川 直樹 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱アイレップ取締役 

執行役員 中野 豊 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員 小林 武帥  

執行役員 齋藤 充  

監査役 寺井 久春  

監査役 森嶋 士郎  

 
 



 

 

5 

◆２０２１年６月 定時株主総会後 経営体制 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長執行役員 CEO 

（Chief Executive Officer） 

島田 雅也 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

㈱アイレップ代表取締役会長 

取締役副社長執行役員 COO 

（Chief Operating Officer） 

相坂 勇人 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役常務執行役員 

㈱アイレップ取締役 

専務取締役執行役員 CMO  

（Chief Marketing Officer） 

徳久 昭彦 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

専務取締役執行役員 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

大塔 達也 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱アイレップ取締役 

常務取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 手塚 圭一  

取締役執行役員 安藤 元博 ㈱博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員 

㈱博報堂常務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

取締役（非常勤） 山田  覚 ㈱博報堂執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役執行役員 

取締役（非常勤） 菅井 陽司 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

㈱博報堂 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

取締役（非常勤） 江花 昭彦 ㈱博報堂ＤＹホールディングス取締役専務執行役員 

㈱博報堂取締役専務執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役専務執行役員 

執行役員 豊福 直紀  

執行役員 大丸 充雄  

執行役員 菅沼 道彦  

執行役員 北浦 啓子 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員 岡部 耕司  

執行役員 貞岡 裕達  

執行役員 石川 直樹 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱アイレップ取締役 

執行役員 中野 豊 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

執行役員 小林 武帥  

執行役員 齋藤 充  

監査役 寺井 久春  

監査役 三神 正樹  

   

以 上 


