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2005 年 11月 24 日 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

（コード 4281 ヘラクレス） 

 

2005 年 12 月 1 日付基幹人事異動の件 

 

 

この度当社は、2005 年 12月 1 日付にて下記の組織改正並びに基幹人事異動を実施いたしますので

お知らせ致します。 

                   

記 

 

1. 組織及び機能配置の改正 

（1）営業本部 

得意先対応力を一層強化するため部の増設を行う。またこれに伴い局制を施行し、部署レベ

ルを改組する。 

（2）メディア本部 

リッチメディア、新規広告開発等の領域を強化するため「メディア開発部」を新設し、従来

第三メディア部が管轄していたリッチメディア領域対応機能を当該部署に移管する。これに

伴い第三メディア部はリスティング・モバイル・アフェリエイト領域への対応を一層強化す

る。 

（3）e-ビジネス本部 

システム開発グループを「システム開発部」に、プロデュースグループを「プロデュース部」

にそれぞれ名称変更する。 

（4）経営管理本部 

従来の総合管理グループの業務のうち管理会計機能を「業務管理グループ」（新設）に移管し、

総務機能を「総務グループ」（新設）に移管する。これに伴い総合管理グループは廃止する。 

（5）戦略統括本部 

新領域拡大を含めた成長戦略を一層促進するため「戦略統括本部」を新設する。従来社長室

が保有していた各機能は「社長室」（※部レベルへ階層変更）「事業計画室」（新設）「グルー

プ計画室」（新設）の各部署に機能分化する。また社長直轄であった国際ビジネス部を当該本

部に機能移管し「国際ビジネス室」に名称変更する。 

 

2. 組織図 

別紙参照 



3. 基幹人事異動 

氏名 新分掌 現分掌 

取締役 

寺井 久春 

経営管理本部長 経営管理本部長 

兼 法務グループマネージャー 

執行役員 

島田 雅也 

戦略統括本部長 社長室長 

高梨 秀一 営業本部 副本部長 

兼 第一営業局長 

営業本部 第一営業部長 

櫻井 康芳 経営管理本部 副本部長 

兼 業務管理グループマネージャー 

経営管理本部 副本部長 

大塔 達也 戦略統括本部 副本部長 

兼 社長室長 

社長室 

斎藤 実 営業本部付 株式会社トライサーキ

ット(*1)出向（同社取締役） 

営業本部 営業企画部長 

秋葉 典秀 営業本部 第二営業局長 

兼 第二営業局 第二営業部長 

営業本部 第二営業部長 

大山 孝 営業本部 第三営業局長 

兼 第三営業局 第二営業部長 

営業本部 第三営業部長 

白土 努 営業本部 第一営業局 

第一営業部長 

営業本部 第一営業部 

星合 知長 営業本部 第一営業局 

第二営業部長 

営業本部 第一営業部 

小林 武帥 営業本部 第一営業局 

第三営業部長 

営業本部 第一営業部 

山本 徹也 営業本部 第二営業局 

第一営業部長 

営業本部 第二営業部 

アカウントマネージャー 

駒形 政樹 営業本部 第三営業局 

第一営業部長 

営業本部 第三営業部 

チームリーダー 

佐藤 登志臣 営業本部 営業企画部長 営業本部 営業企画部 

福島 信 メディア本部付 担当部長 メディア本部 第一メディア部長 

福田 基治 メディア本部 第一メディア部長 営業本部 第三営業部 

チームリーダー 

田中 雄三 メディア本部 第二メディア部長 

兼 メディア開発部長 

メディア本部 第二メディア部長 

 



氏名 新分掌 現分掌 

椚原 秀久 e-ビジネス本部 システム開発部長 e-ビジネス本部 

システム開発グループマネージャー 

遠矢 行史 e-ビジネス本部 プロデュース部長 e-ビジネス本部 

プロデュースグループマネージャー 

桃澤 洋 経営管理本部 

総務グループマネージャー 

経営管理本部 

総合管理グループマネージャー 

中村 恵美子 経営管理本部 

法務グループマネージャー 

経営管理本部 法務グループ 

遠藤 満喜 戦略統括本部付 

北京 DAC(*2)担当部長 

中国準備室 担当部長 

豊福 直紀 戦略統括本部付 株式会社デジタル

ブティック出向（同社取締役） 

社長室付 株式会社デジタルブティ

ック出向（同社取締役） 

山﨑 修司 戦略統括本部付 株式会社アド・プ

ロ出向（同社取締役） 

株式会社アド・プロ出向 

（同社取締役） 

河合 和彦 戦略統括本部 事業計画室長 社長室 

田村 修 戦略統括本部 グループ計画室長 社長室 担当部長 

大丸 充雄 戦略統括本部 国際ビジネス室長 

兼 ニューヨークオフィス代表 

国際ビジネス部長 

兼 ニューヨークオフィス代表 

 

 

(*1)“株式会社トライサーキット” 

当社、株式会社ブロードバンドタワー、株式会社レッドライスメディウム、株式会社アイ・シ

ー・エフの共同出資により本年 9 月に設立した、インターネット上におけるコンテンツを専門

に扱うコンテンツ・エージェンシー会社の名称。 

 

(*2)“北京 DAC” 

「北京迪愛慈商務諮詢有限公司」の略称。当社、株式会社アサツー ディ・ケイ、株式会社博報

堂および株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの共同出資により北京にて設立、本年 10 月

より営業開始。 

 

以上 

 

 

■ お問い合わせ先：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

社長室：豊 



（別紙）   ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ株式会社 新組織図（2005 年 12月 1 日付） 
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