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グループ事業会社役員の異動に関するお知らせ 

 

  D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社（以下、「DACHD」といいます。）のグループ事業会社であるデ

ジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（以下、「DAC」といいます。）および株式会社アイレップ（以下、

「アイレップ」といいます。）は、下記のとおり役員人事について決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

【デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社】 

１．執行役員の新任（平成 30 年４月１日付） 
 

氏 名 新  職 旧  職 

永井 敦 

執行役員 

DACHD 取締役 

アイレップ取締役副社長 CFO 

DACHD 取締役 

アイレップ取締役副社長 CFO 

 

【株式会社アイレップ】 

１．執行役員の新任（平成 30 年４月１日付） 
 

氏 名 新  職 旧  職 

佐藤  翔 
執行役員 

第二営業本部長 
DAC トレーディングデスク本部 副本部長 

辻 純也 

執行役員 海外子会社統括担当 

PT. DIGITAL MARKETING INDONESIA 

代表取締役社長 

DIGITAL MARKETING VIET NAM 

CORPORATION 会長 

PT. DIGITAL MARKETING INDONESIA 

代表取締役社長 

DIGITAL MARKETING VIET NAM 

CORPORATION 会長 

山口  寿一 執行役員 管理本部長 管理本部 副本部長 

黒須  徹弥 執行役員 経営企画本部長 経営企画本部 副本部長 

平 知己 
執行役員 プランニングデザインユニット 

クリエイティブ担当 
インタラクティブデザイン本部 

 

以  上 



◆ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 平成 30年４月１日付経営体制 

 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

島田 雅也 DACHD 代表取締役社長 

取締役副社長 COO 

（Chief Operating Officer） 

相坂 勇人 アイレップ取締役（非常勤） 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

専務取締役 CMO  

（Chief Marketing Officer） 

徳久 昭彦 DACHD 専務取締役 

専務取締役 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

大塔 達也 DACHD 専務取締役 

取締役執行役員 豊福 直紀 アイレップ取締役（非常勤） 

取締役執行役員 上原 直人  

取締役執行役員 田中 雄三  

取締役執行役員 鈴木  誠 アイレップ監査役（非常勤） 

取締役（非常勤） 紺野 俊介 DACHD 取締役 

アイレップ代表取締役社長 CEO 

取締役（非常勤） 高梨 秀一 アイレップ取締役副社長 COO 

取締役（非常勤） 辻   輝 ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

㈱博報堂ＤＹデジタル代表取締役社長 

取締役（非常勤） 安藤 元博 ㈱博報堂執行役員 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） ジェイムス ブルース DACHD 取締役 

㈱博報堂ＤＹホールディングス 

監査役 寺井 久春 DACHD 監査役（常勤） 

社外監査役 森嶋 士郎 DACHD 社外監査役（常勤） 

執行役員 大丸 充雄  

執行役員 菅沼 道彦  

執行役員 北浦 啓子  

執行役員 手塚 圭一  

執行役員 岡部 耕司  

執行役員 貞岡 裕達  

執行役員 永井 敦 DACHD 取締役 

アイレップ取締役副社長 CFO 

 

  



◆株式会社アイレップ 平成 30 年４月１日付経営体制 
 

  主たる兼務状況 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

紺野 俊介 DACHD 取締役 

DAC 取締役（非常勤） 

取締役副社長 COO  

（Chief Operating Officer） 

高梨 秀一 DAC 取締役（非常勤） 

取締役副社長 CＦO  

（Chief Financial Officer） 

永井 敦 DACHD 取締役 

DAC 執行役員 

取締役 CCO 

（Chief Client Officer） 

小坂 洋人  

取締役 CBDO 

（Chief Business Development Officer) 

北爪 宏彰  

取締役（非常勤） 相坂 勇人 DAC 取締役副社長 COO 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ執行役員 

取締役（非常勤） 豊福 直紀 DAC 取締役執行役員 

取締役（非常勤） 三神 正樹 DACHD 取締役 

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ常務執行役員 

社外監査役 大塚 彰 DACHD 社外監査役（非常勤） 

監査役（非常勤） 鈴木 誠 DAC 取締役執行役員 

執行役員 芝野 徹也  

執行役員 渡邉 和則  

執行役員 林 直樹  

執行役員 矢作 嘉男  

執行役員 帷 勝博  

執行役員 和泉 佳孝  

執行役員 星合 知長  

執行役員 木村 洋平  

執行役員 原 麻子  

執行役員 佐藤 翔  

執行役員 辻 純也  

執行役員 山口 寿一  

執行役員 黒須 徹弥  

執行役員 平 知己  

 


