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                                        株式会社読売広告社 

東京都港区赤坂 5丁目 2番 20号 

2020年 2月 25日 

 

組織改編および人事異動に関するお知らせ 

 

株式会社読売広告社（本社：東京都港区赤坂 5－2－20／代表取締役社長：藤沼大輔）は、2020

年 4 月 1 日付で組織改編、役員の異動、役員の担当職務変更および基幹社員の人事異動を決定

しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、取締役・監査役については 2020 年 6 月開催

予定の定時株主総会にて、正式に選任される予定です。 

 

記 

 

1．主な組織変更点、および具体的組織改編内容 

(Ⅰ)組織構成 

組織構成は、3つの統括下に部門グループ（ユニット）、部門、部署を配置する構造とする。 

 

(Ⅱ)統括 

統括体系は、従来通り、本社・間接部門を司る「マネジメント統括」、営業を司る「営業統括」、 

現業スタッフを司る「コミュニケーションデザイン統括」の3統括制とする。 

 

(Ⅲ)部門グループ 

営業統括下に部門グループとして、「営業推進ユニット」および4つの「アカウントユニット」を置く。 

 

(Ⅳ)部門 

（1）マネジメント統括 

・現行通り、「経営企画局」、「グループマネジメント室」、「人事局」、「総務局」、「ビジネスマネジメン

ト局」の5部門で構成する。 

 

（2）営業統括 

・現行通り、「営業統括局」、「国際戦略推進局」を営業統括直轄の部門とする。 

① 営業推進ユニット 

・現行通り、「営業戦略推進局」、「次世代モノづくり研究所」、「ひとまちみらい研究所」の3部門で

構成する。 

②  第１アカウントユニット 

・現行通り、「第2営業局」、「第4営業局」、「第6営業局」の3部門で構成する。 

③  第２アカウントユニット 

・現行通り、「第1営業局」、「第5営業局」、「第10営業局」、および地方支社の統合管理を担う「国

内ネットワーク局」の4部門で構成する。 

④  第３アカウントユニット 

・現行通り、「第3営業局」、「第8営業局」、「第9営業局」の3部門で構成する。 
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⑤  第４アカウントユニット関西支社 

・「関西営業局」を置く。 

 

 

（3）コミュニケーションデザイン統括 

 現「データドリブンプランニング局」は、「データドリブンマーケティング局」に改称する。 

 現「統合プロモーション局」に「コミュニケーションデザインセンター」のコミュニケーションデザイン

機能を強化し、現「統合プロモーション局」は、「統合コミュニケーションデザイン局」に改称する。 

 「ビジネスデザイン局」を新設し、得意先の新事業開発やスタートアップ企業への積極的取り組み

を目指すとともに、得意先顧客の育成機能を担う。 

 「都市生活研究所」、「データドリブンマーケティング局」、「クリエイティブ局」、「統合コミュニケー

ションデザイン局」、「ビジネスデザイン局」、「関西統合コミュニケーションデザイン室」、「デジタル

マーケティングセンター」、「コミュニケーションデザイン統括局」の8部門で構成する。 

 

２.  役員の異動および担当職務の変更 

（１） 執行役員の退任（2020年 3月 31日付） 

氏名 新職（４月 1日付） 旧職 

山路 英夫 
取締役 

社長補佐 

取締役執行役員 

社長補佐特命事項担当 

千田 和彦 マネジメント統括付 
執行役員 

マネジメント統括担当補佐 

 

（２） 取締役の新任（2020年 6月予定） 

氏名 新職 旧職 

玉井 信之 

取締役執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 第３アカウントユニット長 

執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 第３アカウントユニット長 

 

（３） 取締役の退任（2020年 6月予定） 

氏名 新職 旧職 

山路 英夫 顧問 
取締役 

社長補佐 

 

（４） 監査役の新任（2020年 6月予定） 

氏名 新職 旧職 

千田 和彦 常勤監査役 マネジメント統括付 

 

（５） 監査役の退任（2020年 6月予定） 

氏名 新職 旧職 

菊地 良太 顧問 常勤監査役 
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３．基幹社員人事異動（2020年 4月 1日付） 

氏名 新職 旧職 

田中 操 （退任） 
営業推進ユニット 

次世代モノづくり研究所長 

北村 俊明 

営業推進ユニット 

ひとまちみらい研究所長 

兼 次世代モノづくり研究所長 

営業推進ユニット 

ひとまちみらい研究所長 

石川 明彦 データドリブンマーケティング局長 データドリブンプランニング局長 

黒岩 正次郎 統合コミュニケーションデザイン局長 統合プロモーション局長 

熊野 裕司 
執行役員 

兼 ビジネスデザイン局長 

執行役員 

兼 コミュニケーションデザインセンター長 

田中 徹也 
関西統合コミュニケーションデザイン

室長 
関西コミュニケーションデザイン室長 

 

 

  本件についてのお問い合わせは、 

総務局 富永 

ＴＥＬ：０３－５５４４－７１０４ までお願いいたします。 
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<ご参考> 

役員体制（2020年 4月） 

氏名 役職名 管掌業務 

藤沼 大輔 

代表取締役社長 

兼 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

取締役 

  

中島 均 取締役常務執行役員 マネジメント統括担当 

浅井 淳二 取締役常務執行役員 営業統括担当  

照沼 康彦 取締役常務執行役員 コミュニケーションデザイン統括担当 

渡邉 誠 取締役執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 営業推進ユニット長 

兼 (株)読広キャスティング＆エンタテインメント

代表取締役社長 

中村 幸義 取締役執行役員 (株)読広クロスコム代表取締役社長 

山路 英夫 取締役 社長補佐 

禿河 毅 

取締役（非常勤） 

兼 (株)博報堂ＤＹホールディングス

執行役員 

兼 (株)博報堂執行役員 

兼 (株)アイレップ監査役 

  

倉田 典昌 執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 コミュニケーションデザイン統括担当補佐

兼 第４アカウントユニット関西支社長 

兼 関西営業局長 

玉井 信之 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第３アカウントユニット長 

野田 啓三 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第２アカウントユニット長 

皆川 浩一 執行役員 
営業統括担当補佐  

兼 第１アカウントユニット長 

石田 直大 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第２アカウントユニット長補佐 

熊野 裕司 執行役員 
コミュニケーションデザイン統括担当補佐 

兼 ビジネスデザイン局長 

星野 広規 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第１アカウントユニット長補佐 

菊地 良太 常勤監査役   

内田 実 

監査役 

兼 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

社外監査役 
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<ご参考> 

役員体制（2020年 6月） 

氏名 役職名 管掌業務 

藤沼 大輔 

代表取締役社長 

兼 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

取締役 

  

中島 均 取締役常務執行役員 マネジメント統括担当 

浅井 淳二 取締役常務執行役員 営業統括担当  

照沼 康彦 取締役常務執行役員 コミュニケーションデザイン統括担当 

渡邉 誠 取締役執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 営業推進ユニット長 

兼 (株)読広キャスティング＆エンタテインメント

代表取締役社長 

中村 幸義 取締役執行役員 (株)読広クロスコム代表取締役社長 

玉井 信之 取締役執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第３アカウントユニット長 

禿河 毅 

取締役（非常勤） 

兼 (株)博報堂ＤＹホールディングス

執行役員 

兼 (株)博報堂執行役員 

兼 (株)アイレップ監査役 

  

倉田 典昌 執行役員 

営業統括担当補佐 

兼 コミュニケーションデザイン統括担当補佐

兼 第４アカウントユニット関西支社長 

兼 関西営業局長 

野田 啓三 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第２アカウントユニット長 

皆川 浩一 執行役員 
営業統括担当補佐  

兼 第１アカウントユニット長 

石田 直大 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第２アカウントユニット長補佐 

熊野 裕司 執行役員 
コミュニケーションデザイン統括担当補佐 

兼 ビジネスデザイン局長 

星野 広規 執行役員 
営業統括担当補佐 

兼 第１アカウントユニット長補佐 

千田 和彦 常勤監査役   

内田 実 

監査役 

兼 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 

社外監査役 

  

 


