公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会

役 員 名 簿

平成 27(2015)年 2 月 27 日現在

（敬称略・社名50音順）

理 事 長

佐治 信忠 （サントリーホールディングス株式会社 代表取締役会長）

専務理事

藤川 達夫

理

事

※印は常任理事

〔医薬品部会〕
土田 裕一 （エーザイ株式会社 薬粧事業部 マーケティング企画室 アソシエートディレクター）
※吉田 勝彦 （第一三共ヘルスケア株式会社 取締役 常務執行役員）

梅岡

久 （大正製薬株式会社 ブランドコミュニケーション部長）

新井 茂和 （武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー マーケティング部
ブランドコミュニケーショングループマネージャー）
内田 誠彦 （中外製薬株式会社 広報ＩＲ部長）

〔印刷・出版部会〕
木村 昭延 （株式会社講談社 宣伝企画部 部長）
井手

靖 （株式会社小学館 マーケティング局 ゼネラルマネージャー）

杉村 亥一郎 （凸版印刷株式会社 広報本部 本部長）
渡辺 郁夫 （株式会社文藝春秋 宣伝プロモーション局長）
溝口 康代 （株式会社ベネッセコーポレーション 社長室 ブランド担当部長）

〔飲食料品部会〕
鈴木

歩 （アサヒビール株式会社 宣伝部 部長）

※天羽 賢次 （味の素株式会社 広告部長）

玉田 雅彦 （江崎グリコ株式会社 マーケティング本部 広告部長）
泉

孝治 （キッコーマン食品株式会社 プロダクトマネージャー室 宣伝グループ担当マネジャー）

橋本 誠一 （キリン株式会社 常務取締役 ＣＳＶ本部長 兼
キリンビール株式会社 マーケティング部長）

早川 和宏 （月桂冠株式会社 営業推進部 部長）
※久保田 和昌 （サントリービジネスエキスパート株式会社
常務取締役 宣伝・デザイン本部長 兼 宣伝部長）

佐治 信忠 （サントリーホールディングス株式会社 代表取締役会長）
Ｈｏｏｎ Ｋｉｍ

（日本コカ・コーラ株式会社 マーケティング本部 副社長）

野澤 英隆 （ネスレ日本株式会社 媒体統括部 統括部長）
藤井 豊明 （ハウス食品グループ本社株式会社 取締役 カスタマーコミュニケーション本部長）
村上 欣也 （株式会社明治 宣伝部長）

〔運輸・運輸機器部会〕
※土橋 代幸 （株式会社トヨタマーケティングジャパン 取締役 コミュニケーション局局長）

横溝 惠子 （日産自動車株式会社 マーケティング本部 総合メディア・宣伝部 担当部長）
宍倉 幸雄 （日本航空株式会社 宣伝部 部長）
青木

聡 （本田技研工業株式会社 営業企画部 主幹）

〔化学・石油部会〕
陶久 昌明 （ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 広報部長）
〔金融・保険部会〕
澤村

環 （アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）執行役員 広告宣伝部長）

金子 好久 （株式会社大和証券グループ本社 執行役員）
有田 克彦 （東京海上日動火災保険株式会社 広報部長）
〔化粧品・雑貨部会〕
中路
※小出

孝 （花王株式会社 ＩＢＣ戦略センター長）
誠 （株式会社資生堂 国内化粧品事業部 コミュニケーション統括部長）

日髙 由香子 （プロクター･アンド･ギャンブル･ジャパン株式会社 メディア シニアマネージャー）
和田 高幸 （ユニ・チャーム株式会社 グローバルマーケティング本部
マーケティングコミュニケーション部部長）
山縣 亜己 （ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
マーケティング メディアダイレクター）

小和田 みどり （ライオン株式会社 宣伝部長）
〔建設・不動産部会〕
原田

健 （鹿島建設株式会社 広報室 室長）

盛本 容充 （大和ハウス工業株式会社 副理事 総合宣伝部東京センター長）
徳田

誠 （三井不動産株式会社 広報部長）

〔スポーツ・レジャー・サービス部会〕
笠原 幸一 （株式会社オリエンタルランド マーケティング本部副本部長兼マーケティング戦略室長）
〔生活文化部会〕
菊池 孝徳 （ＪＴ パブリックリレーション部長）
髙井 正人 （ヤマハ株式会社 広報部 部長）

〔精密・事務機器部会〕
松阪 喜幸 （キヤノンマーケティングジャパン株式会社
上席執行役員総合企画本部長 兼 コミュニケーション本部長）
高橋 修司 （セイコーホールディングス株式会社 取締役）

山口 有希子 （日本アイ・ビー・エム株式会社 マーケティング＆コミュニケーション
コミュニケーション＆ブランドエクスペリエンス 部長）
中島 康光 （富士ゼロックス株式会社 広報宣伝部長）

〔繊維・紙部会〕
山崎 真人 （旭化成株式会社 広報室長）
大木 直弘 （株式会社レナウン コーポレートコミュニケーション部 部長）
猪熊 敏博 （株式会社ワコール 総合企画室 広報・宣伝部 部長）
〔電気機器部会〕
中山 啓二 （ＮＥＣ ＣＲＭ本部長）
※松田

清 （株式会社東芝 営業統括部 広告部 部長）

※細川 浩二 （パナソニック株式会社 ブランドコミュニケーション本部
宣伝・スポンサーシップグループ グループマネージャー）

伴野

明 （株式会社日立製作所 ブランド･コミュニケーション本部 宣伝部長）

若井 泰雄 （三菱電機株式会社 宣伝部長）
〔電力・ガス・通信・公共サービス部会〕
青谷 宣孝 （株式会社ＮＴＴドコモ プロモーション部長）
〔百貨店・流通部会〕
石田 敬二 （株式会社イトーヨーカ堂 マネジャー）

監 事

生野

徹 （東京ガス株式会社 メディア室 メディア室長）

早川

徹 （株式会社三越伊勢丹ホールディングス 執行役員 営業本部 宣伝部長）

杉浦 俊明 （森永製菓株式会社 コーポレートコミュニケーション部長）
相談役

福原 義春
西室 泰三

