
 

 

2014 年（平成 26 年）3 月 4 日 

   各  位        

                                                                 株式会社 大広 

                                                              総務局 広報部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 4 月 1 日付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。 

   弊社では、本日 3 月 4 日（火）開催致しました臨時取締役会において 4 月 1 日付で下記の 

通り組織改編及び人事異動を内定致しましたので、ご連絡申し上げます。 

   

敬具 

 

記 

 
【組織改編】（4 月 1 日付） 

１． 営業統括、ソリューション統括、国内グループ統括、マネジメント統括、及び経営戦略本部、第

1 営業本部、第 2 営業本部、大阪営業本部、国際事業本部を廃止する。 

２． 社長直轄組織としてビジネス統括ユニット、第 1ビジネスユニット、第 2ビジネスユニット、大阪

ビジネスユニット、アクティベーションデザインユニット、グローバルビジネスユニット、グループ

マネジメントユニットを新設する。 

３． ビジネス統括ユニット下 

●営業戦略局、ソリューション統括局、第 1 営業本部計画局、大阪営業本部計画局、国際事 

業統括局を再編し、新設するビジネス統括局を置く。 

●新設するビジネスプロデュース局を置く。 

４． 第 1 ビジネスユニット下 

●第 1～第 4 営業局（現第 1 営業本部下）、名古屋営業局（現第 1 営業本部下）、ストラテジッ 

クプランニング局（現東京ストラテジックプランニング局を改称）、第1コミュニケーションデザ 

イン局（現東京第 1 コミュニケーションデザイン局を改称）、第 2 コミュニケーションデザイン 

局（現東京第 2 コミュニケーションデザイン局を改称）を置く。 

５． 第 2 ビジネスユニット下 

●第 1～第 2 営業局（現第 2 営業本部下）、コミュニケーションデザイン局（現東京第 3 コミュ 

ニケーションデザイン局を改称）を置く。 



６． 大阪ビジネスユニット下 

●第 1～第 4営業局（現第大阪営業本部下）、ストラテジックプランニング局（現大阪ストラテジ 

ックプランニング局を改称）、コミュニケーションデザイン局（現大阪第 1・第 2 コミュニケーシ 

ョンデザイン局を統合し、改称）を置く。 

７． アクティベーションデザインユニット下 

●デジタルソリューション局、ダイレクトマーケティングビジネス推進局、ビジネスナレッジ局を 

再編し、新設するデジタル＆ダイレクトソリューション局、大阪デジタル＆ダイレクトソリュー 

ション局、ビジネスインテリジェンス局を置く。 

８． グローバルビジネスユニット下 

●国際局を置く。 

９． グループマネジメントユニット下 

●総務局・経理財務局・総合管理局（現マネジメント統括下）、経営企画局・人事局（現経営戦 

略本部下）を置く。 

 

 

 

人事異動 

＜昇進＞（4 月 1 日付） 

（新）                             （現） 

第１ビジネスユニット 武田      和雄 東京ストラテジックプランニング 

ストラテジックプランニング局 局長  局 第３プランニンググループ  

  部長 

   

第２ビジネスユニット 第１営業局 林        義和 国内グループ統括局 付 専任 

局長  部長（ディー・クリエイト出向） 

 

大阪ビジネスユニット 第１営業局 萬谷      裕之 大阪営業本部 第１営業局  

局長  第３部 部長 

 

大阪ビジネスユニット 第４営業局 森内      克也 大阪営業本部 第４営業局 

局長  第１部 部長 

 

 

 

 

 



＜異動＞（4 月 1 日付） 

（新）                             （現） 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 福井      淳一郎 大阪営業本部 計画局 局長 

局長   

   

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 中村      正彦 東京ストラテジックプランニング 

専任局長  局 局長 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 鈴木      泰昭 第１営業本部 計画局 （名古屋 

専任局長  駐在）専任局長 兼 第１営業 

  本部 計画局 名古屋計画部  

  部長 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 畑      寿一郎 ソリューション統括局 局長 

専任局長    

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 小田      貴義 国内グループ統括局 付 専任 

専任局長  局長 （出向休職）（朝日エリア・ 

  アド） 

 

第１ビジネスユニット 名古屋営業局 西村      白光 第１営業本部 名古屋営業局 

専任局長 兼 ビジネス統括ユニット  局長 

ビジネス統括局 付 専任局長   

（アド大広名古屋出向）   

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 木本      英一 大阪営業本部 第４営業局  

付 専任局長（出向休職）  局長 

（朝日エリア・アド）   

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 佐藤      栄治 経営戦略本部 人事局 付  

付 専任局長（出向休職）  専任局長（出向休職） 

（朝日オリコミ）  （朝日オリコミ） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 小林      弘明 第１営業本部 計画局 局長 

付 専任局長（出向休職）   

（朝日オリコミ）   



 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 宇佐美      毅 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（大広関西）  （大広関西） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 今村      隆夫 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（大広関西）  （大広関西） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 弓削      雅利 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（大広メディアックス）  （大広メディアックス） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 関        猛史 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（ディー・クリエイト）  （ディー・クリエイト） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 中田      雅美 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（ディー・クリエイト）  （ディー・クリエイト） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス統括局 工藤        勝 国内グループ統括局 付 専任  

付 専任局長（出向休職）  局長（出向休職） 

（大広ＯＮＥＳ）  （大広ＯＮＥＳ） 

 

ビジネス統括ユニット ビジネス 林        義隆 営業戦略局 局長 

プロデュース局 局長   

 

ビジネス統括ユニット ビジネス 岡本      好司 第２営業本部 第１営業局 局長 

プロデュース局付 専任局長   

（出向休職）（博報堂ＤＹメディア   

パートナーズ）   

 

第１ビジネスユニット 第１営業局 平本      誠一 第１営業本部 第１営業局 局長 

局長 

 



第１ビジネスユニット 第２営業局 藤澤      康親 第１営業本部 第２営業局 局長 

局長 

 

 

第１ビジネスユニット 第３営業局 宮地      成樹 第 1営業本部 第３営業局 局長 

局長 

 

第１ビジネスユニット 第４営業局 西迫      克美 第１営業本部 第４営業局 局長 

局長   

 

第１ビジネスユニット 名古屋営業局 西村       匡 大阪営業本部 第３営業局  

局長  局長 

 

第１ビジネスユニット 第１コミュニ 田中      昌宏 東京第１コミュニケーション 

ケーションデザイン局 局長  デザイン局 局長 

 

第１ビジネスユニット 第１コミュニ 黒澤       聡 デジタルソリューション局 局長 

ケーションデザイン局 専任局長   

 

第１ビジネスユニット 第２コミュニ 中村      太郎 東京第２コミュニケーション 

ケーションデザイン局 局長  デザイン局 局長 

 

第２ビジネスユニット 第１営業局 沖林      義樹 第１営業本部 第４営業局 

専任局長  専任局長 兼第１営業本部  

  第４営業局 第３部 部長 

 

第２ビジネスユニット 第２営業局 富田      芳光 第２営業本部 第２営業局 局長 

局長   

 

第２ビジネスユニット コミュニ 巻幡      浩之 東京第３コミュニケーション 

ケーションデザイン局 局長  デザイン局 局長 

   

 

大阪ビジネスユニット 第２営業局 谷口      義一 大阪営業本部 第２営業局  

局長  局長 

 



大阪ビジネスユニット 第２営業局 築田      建一 営業戦略局 専任局長 兼  

専任局長  営業戦略局 営業戦略部  

  部長 

 

大阪ビジネスユニット 第３営業局 熊谷      克彦 営業戦略局 付 専任局長 

局長  （出向休職） （博報堂ＤＹ 

  メディアパートナーズ） 

 

大阪ビジネスユニット ストラテ 永井      有子 大阪ストラテジックプラン 

ジックプランニング局 局長  ニング局 局長 

 

大阪ビジネスユニット コミュニ 岸        篤郎 大阪第２コミュニケーショ 

ケーションデザイン局 局長  デザイン局 局長 

 

大阪ビジネスユニット コミュニ 森本      晃史 大阪第１コミュニケーション 

ケーションデザイン局 専任局長  デザイン局 局長 

 

アクティベーションデザインユニット 矢崎      哲郎 第１営業本部 ダイレクト 

デジタル＆ダイレクトソリューション局  マーケティングビジネス推進局 

局長  局長 

 

アクティベーションデザインユニット 角戸        功 第１営業本部 計画局 専任 

デジタル＆ダイレクトソリューション局  局長 兼第１営業本部 計画局  

専任局長  ビジネス開発部 部長 兼  

  国内グループ統括局 付 専任 

  局長（Ｄ＆Ｉパートナーズ出向） 

 

アクティベーションデザインユニット 筒井      聡志 大阪営業本部 ダイレクト 

大阪デジタル＆ダイレクトソリュー  マーケティングビジネス推進局 

ション局 局長  局長 

 

アクティベーションデザインユニット 宮腰      龍也 ビジネスナレッジ局 局長 兼 

ビジネスインテリジェンス局 局長  経営戦略本部 人事局 付  

兼 グループマネジメントユニット  専任局長（博報堂ＤＹホール 

人事局 付 専任局長（博報堂ＤＹ  ディングス出向） 

ホールディングス出向）    



 

グローバルビジネスユニット 小林        晃 国際事業本部 国際局 局長  

国際局 局長  兼 国際事業本部 国際局 

  インターパブリック・アライ 

  アンスグループ 部長 

 

グローバルビジネスユニット 真辺      義明 国際事業本部 国際事業 

国際局 専任局長  統括局 局長 

   

グローバルビジネスユニット 高        学明 国際事業本部 国際事業 

国際局 付 専任局長（出向休職）  統括局 付 専任局長 

（大広（上海）広告有限公司）  （出向休職） 

  （大広（上海）広告有限公司） 

 

グローバルビジネスユニット 岩田      啓一 国際事業本部 国際事業 

国際局 付 専任局長（出向休職）  統括局 付  専任局長 

（大広ベトナム）  （出向休職）（大広ベトナム） 

 

グループマネジメントユニット 岩﨑       信 総務局 局長 兼 経営戦略 

総務局 局長 兼 グループ  本部 人事局 付 専任局長 

マネジメントユニット 人事局  （博報堂ＤＹホールディングス 

付 専任局長 （博報堂ＤＹ  出向）兼 総務局 広報部  

ホールディングス出向）  部長 

 

グループマネジメントユニット 中村      謙二 経営戦略本部 人事局 付 

人事局 付 専任局長 （博報堂ＤＹ  専任局長（博報堂ＤＹホール 

ホールディングス出向）兼   ディングス出向)兼 経理財務 

グループマネジメントユニット  局 局長 兼 経理財務局  

経理財務局 局長  大阪経理財務部 部長 

 

グループマネジメントユニット 山内      伸彦 総合管理局 局長 

総合管理局 局長   

 

グループマネジメントユニット 竹田      英二 国内グループ統括局 局長 

総合管理局 専任局長   

 



グループマネジメントユニット 伊藤      誠章 経営戦略本部 人事局 局長 

人事局 局長   

 

グループマネジメントユニット 畠山      秀人 経営戦略本部 人事局 付 

人事局 付 専任局長（出向休職）  専任局長（出向休職） 

（博報堂ＤＹトータルサポート）  （博報堂ＤＹトータルサポート） 

 

グループマネジメントユニット 尾野      則也 経営戦略本部 経営企画局  

経営企画局 局長  局長 

 

グループマネジメントユニット 川瀬        充 国際事業本部 国際事業 

経営企画局 専任局長  統括局 管理部 部長(局長職） 

 

監査局 局長 兼 三崎      弘路 監査局 局長 兼経営戦略 

グループマネジメントユニット  本部 人事局 付 専任局長 

人事局 付 専任局長  （博報堂ＤＹホールディングス 

（博報堂ＤＹホールディングス出向）  出向）兼監査局 監査１部  

  部長 

 

 

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 長谷川 

ＴＥＬ：０３－６３６４－８６０１ 

 

 

 

 


