株式会社 東急エージェンシー
〒107-8417 東京都港区赤坂 4-8-18
2 0 2 0 年 5月2 9日
（2-6）

機構改革・執行役員の異動および人事異動について

株式会社東急エージェンシー （本社：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：澁谷尚幸）は、
5月25日に開催されました取締役会において、6月1日付機構改革・執行役員の異動を決定いた
しましたので人事異動とあわせてお知らせいたします。

■機構改革（6月1日）
1. DX戦略統括室(本部相当)を新設する。
2.

営業本部
(1)ネットワーク事業本部を第4 営業本部に改称する。
(2)ネットワーク事業本部ネットワーク事業管理局、同本部ネットワーク東京営業局を
第4 営業本部業務管理局、同本部第12 営業局にそれぞれ改称する。

3.

マーケティング イノベーション センター
(1)コンサルティングユニットマネジメント室をイノベーションコンサルティング局に改称する。
(2)ストラテジックプランニング局をストラテジーデザイン局に改称する。
(3)デジタルメディアビジネス局を廃止する。

4.

エクスペリエンス クリエイション センター
(1)クリエイティブユニットマネジメント室をクリエイティブユニットマネジメント局に改称する。
(2)プロモーションプランニング局をプロモーションデザイン局に改称する。

5.

メディア本部メディア営業推進局を新設する。

■執行役員の異動（6月1日）
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現
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久保

宏之

執行役員
経営戦略推進委員会 副委員長
DX戦略統括室 室長
事業推進本部 本部長

川越

直樹

執行役員（新任）
第3営業本部 本部長

第3営業本部 本部長

廣瀬

哲也

執行役員
第4営業本部 本部長

執行役員
ネットワーク事業本部 本部長
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執行役員
経営戦略推進委員会 副委員長
事業推進本部 本部長

■人事異動

(6月1日）

（カッコ内は現職）

第1営業本部 副本部長
上條 勝之 （ネットワーク事業本部 ネットワーク東京営業局 局長）
第1営業本部 第11営業局 局長
阪田 延也 （第1営業本部 第5営業局 担当局長）
第3営業本部 副本部長 兼 2020推進本部 スポーツ事業局 局長
善 辰一朗 （第3営業本部 第7営業局 局長 兼 2020推進本部 スポーツ事業局 局長）
第3営業本部 第3営業局 局長
鈴木 克典 （エクスペリエンス クリエイション センター 統合ソリューション局 専任局長）
第3営業本部 第7営業局 局長
渡辺 敦史 （第3営業本部 第3営業局 局長）
第4営業本部 本部長 兼 同本部 業務管理局 局長 兼 同本部 第12営業局 局長
廣瀬 哲也 （ネットワーク事業本部 本部長 兼 同本部 ネットワーク事業管理局 局長）
第4営業本部 副本部長 兼 同本部 北海道支社 支社長
酒井 弘人 （ネットワーク事業本部 副本部長 兼 同本部 北海道支社 支社長）
戦略事業本部 副本部長
中田 孝胤 （戦略事業本部 事業統括局 局長）
戦略事業本部 副本部長 兼 同本部 OOHメディア局 局長
木村 喜朗 （戦略事業本部 OOHメディア局 局長）
戦略事業本部 事業統括局 局長
田中 耕
（戦略事業本部 第9営業局 局長）
戦略事業本部 第9営業局 局長
梶原 龍也 （戦略事業本部 第9営業局 担当局長）
マーケティング イノベーション センター 副本部長 兼 同本部 イノベーションコンサルティング局 局長
御園生 浩司（マーケティング イノベーション センター 副本部長）
マーケティング イノベーション センター ストラテジーデザイン局 局長
大倉 新也 （マーケティング イノベーション センター ストラテジックプランニング局 局長）
エクスペリエンス クリエーション センター クリエイティブユニットマネジメント局 局長
髙橋 宏之 （エクスペリエンス クリエーション センター クリエイティブユニットマネジメント室 室長）
エクスペリエンス クリエーション センター プロモーションデザイン局 局長
前田 暢彦 （エクスペリエンス クリエーション センター プロモーションプランニング局 局長）
メディア本部付 局長
平澤 俊哉 （メディア本部付 専任局長）
メディア本部付 局長
田中 康寛 （マーケティング イノベーション センター デジタルメディアビジネス局 局長）
メディア本部 メディア営業推進局 局長
佐藤 隆
（メディア本部 メディア戦略推進局 メディア営業推進部 部長）
メディア本部 テレビ・ラジオ局 局長
諸我 丈太郎（メディア本部 メディア事業開発局 専任局長）
メディア本部 メディア事業開発局 局長
尾崎 満
（メディア本部 テレビ・ラジオ局 局長）
事業推進本部 本部長 兼 DX戦略統括室 室長
久保 宏之 （事業推進本部 本部長 兼 同本部 経営企画局 局長）
事業推進本部 副本部長 兼 同本部 経営企画局 局長
葉山 晃司 （事業推進本部 副本部長）
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