
               

 

 

2006 年（平成 18 年）3 月 16 日 

  各   位       

                                                                  株式会社 大広 

                                                                  総務局 広報部                 

 4 月 1 日付役員･執行役員人事並びに  

 組織改編及び人事異動のお知らせ  

 

  謹啓   時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 

 厚くお礼申し上げます。 

    さて、弊社では、4 月 1 日付で下記の通り｢役員･執行役員人事並びに組織改編及び人事異

動｣を行いますので、局長以上についてご連絡申し上げます。 

敬具 

 

 
記 

 

【役員・執行役員人事】 

（新）  （現） 

常務取締役 山崎   達彦 常務取締役 
兼 執行役員  兼 執行役員 

名古屋支社担当、  名古屋支社担当、愛知万博担当

名古屋支社長委嘱  名古屋支社長委嘱 
 
 

＜執行役員＞ 

常務執行役員 斉藤   史郎 常務執行役員 

グループ政策担当  グループ経営担当 

 

常務執行役員（昇任） 荒井   好一 執行役員 

総務人事担当  人事・総務担当 

 



常務執行役員（昇任） 川勝   章治 執行役員 

大阪本社総合計画担当  大阪本社営業計画担当 

兼 大阪本社総合計画局 局長  兼 大阪本社営業計画局 局長 

 

常務執行役員（昇任） 北村    陽 執行役員 

東京本社総合計画担当、  営業計画担当、 

ダイレクトマーケティング担当、  ダイレクトマーケティング担当、 

メディアビジネス推進担当  メディアビジネス推進担当 

兼 営業統括局 局長 

   

執行役員 山下   幸夫 執行役員 

国際担当  国際担当 兼 国際局 局長 

 

執行役員 矢追    隆 執行役員 

ソリューション統括  クリエイティブ担当、プロモーション・ 

（ソリューション担当、ナレッジ  プランニング担当、ｉ-コミュニケー 

担当、クリエイティブ担当、  ション担当 

プロモーション・プランニング担当、 

ｉ-コミュニケーション担当、 

ソリューション計画管理担当） 

 

執行役員 岩井   秀一 執行役員 

経営企画担当  経営戦略担当   

  兼 経営戦略局 局長 

 

 

※アンダーラインが異動部分です。 

 

 

２．退任執行役員（3 月 31 日付） 

（新）  （現） 

株式会社大広参与（4 月 1 日付） 川井   貞臣 執行役員 

株式会社大広ブランドデザイン  ソリューション統括、ソリュ－ 

取締役（非常勤）  ション担当、ナレッジ担当 

  株式会社大広ブランドデザイン 

  取締役（非常勤） 
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【組織改編】  

１． 総務局と人事局を統合し、「総務人事局」とする。 

２． 経営戦略局を「経営企画局」と改称し、経営戦略局グループ政策部を「グループ政策局」とす

る。 

３． 全社組織の「ソリューション計画管理局」を新設する。 

４． 東京本社の営業統括局営業統括部を、全社組織の「営業統括局」とする。 

５． 東京本社のｉ-コミュニケーション局を全社組織とする。 

６． 愛知万博推進室を廃止する。 

 

【東京本社】 

１． 東京本社の営業統括局計画部を「総合計画局」と改称する。 

２． 東京本社に「第 5 営業局」を新設する。 

 

【大阪本社】 

１． 大阪本社の営業計画局を「総合計画局」と改称する。 

 

 

 

【人事異動】 

＜昇 進＞ 

（新）                               （現） 

経営企画局 局長 川瀬      充 経営戦略局 兼 経営戦略部 

  部長 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ政策局 局長 中村      謙二 経営戦略局ｸﾞﾙｰﾌﾟ政策部 部長 

   

国際局 局長 竹田     英二 大阪本社第 5営業局第 3部  

  部長 

 

東京本社 第 5 営業局 局長 西迫      克美 東京本社第 3営業局 

  兼 第 2 部 部長 

 

東京本社 ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発局 局長 林      義隆 東京本社ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発局 

  第2ｱｶｳﾝﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

 

東京本社 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ局 局長 田中      昌宏 東京本社ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ局 

  第 2 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 
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大阪本社第 2営業局 専任局長 熊谷      克彦 大阪本社第 3営業局第 1部  

  部長 

 

大阪本社第 4営業局 専任局長 木本      英一 大阪本社第 4営業局 

 

大阪本社第 5営業局 局長 伊藤      彰 大阪本社第 5営業局第 2部 

  部長 

 

 

＜異 動＞ 

（新）                               （現） 

総務人事局 局長 岩井      裕之 人事局 局長 

 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ計画管理局 局長 加藤      善孝 東京本社 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ局 局長 

 

i-ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ局 局長 角戸      功 東京本社 i-ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ局 局長 

兼 ﾅﾚｯｼﾞ&ﾒﾃﾞｨｱ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長  兼 ﾅﾚｯｼﾞ&ﾒﾃﾞｨｱ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

  部長 

 

東京本社 総合計画局 局長 小林      弘明 東京本社 営業統括局 局長 

 

東京本社 第 2 営業局 局長 松浦      信裕 東京本社 ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発局 

  局長 

 

大阪本社 第 3 営業局 局長 増田      稔 大阪本社 第 5 営業局 局長 

 

名古屋支社 局長 兼 媒体局 局長 平野      文雄 愛知万博推進室 (名古屋駐在) 

  兼 名古屋支社 局長 

 

 

以  上 
 

●この件に関するお問合せは下記までお願いいたします。 

株式会社大広 総務局広報部 遠藤、長谷川 

ＴＥＬ：０３－３４３７－８６０１ 
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