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2021 年 3 月 1 日開催の第 64 回定時総会 及び 臨時理事会で、理事 53 名、監事 3 名、相談役 

1 名、顧問 2 名が選任されました。 
 

新任理事 3 名 <敬称略、社名 50 音順> 

①白戸 雄之（株式会社講談社） 

②田原 光晃（日本たばこ産業株式会社） 

③松本 道夫（ライオン株式会社） 

重任理事 50 名 

重任監事 3 名 
 
 

問い合わせ先：公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 事務局 担当：坂本 
電話：03-3544-6580    E-mail：saka@jaa.or.jp 



公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 
 
 
 
 
<理事 53 名、監事 3 名>                      （敬称略・社名 50 音順） 
 

理事⾧ 伊藤 雅俊 (味の素株式会社 取締役会⾧) 

専務理事 鈴木 信二  

常務理事 小出  誠  
 

◎印=常任理事 
 

理 事 
［医薬品部会］ 

土田 裕一 
(エーザイ株式会社 コンシューマーhhc 事業部 プロダクトマネジメント 

本部 マーケティング部 アソシエートディレクター) 

◎大畑 俊樹 (第一三共ヘルスケア株式会社 営業統括部第一営業部⾧) 

梅岡  久 (大正製薬株式会社 理事 マーケティング本部⾧) 

平山 雅樹 
(武田コンシューマーヘルスケア株式会社  

マーケティング部メディア戦略グループ課⾧代理) 

内田 誠彦 (中外製薬株式会社 参与 広報 IR 部) 

 
［印刷・出版部会］ 

白戸 雄之 (株式会社講談社 販売局 宣伝部部⾧) 

井手  靖 (株式会社小学館 取締役 マーケティング局担当) 

石川 智之 (凸版印刷株式会社 広報本部⾧) 

鈴木 洋嗣 (株式会社文藝春秋 取締役 宣伝プロモーション局⾧) 

橋本 英知 
(株式会社ベネッセコーポレーション  

取締役 マーケティング開発セクター⾧) 

 
［飲食料品部会］ 

望月 省二 (アサヒビール株式会社 マーケティング本部宣伝部部⾧) 

◎片上  崇 (味の素株式会社 理事 広告部⾧兼オリンピック・パラリンピック推進室⾧) 

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

大野 知法 (キリンビール株式会社 マーケティング部 宣伝担当 マネージャー 主幹) 

 多胡 賢之 (月桂冠株式会社 常務取締役 営業副本部⾧) 

◎水谷  徹 (サントリーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社⾧) 



 今西  周 
(日本コカ・コーラ株式会社 マーケティング本部 

IMC コネクションプランニング統括部⾧) 

 野澤 英隆 
(ネスレ日本株式会社 マーケティング＆コミュニケーションズ本部 
   媒体統括部 統括部⾧) 

 川崎浩太郎 
(ハウス食品グループ本社株式会社  

取締役 コーポレートコミュニケーション本部⾧) 
 

岩﨑  晃 (株式会社明治 マーケティング・開発統括本部 宣伝部部⾧) 

猪瀬 剛宏 (森永製菓株式会社 マーケティング本部広告部⾧) 

 
［運輸・運輸機器部会］ 

辻本  聡 
(トヨタ・コニック・プロ株式会社 ブランドマーケティング本部 

メディアコミュニケーション部 担当部⾧) 

堤  雅夫 (日産自動車株式会社 日本マーケティング本部 副本部⾧)   

二木  真
誠 

(日本航空株式会社 宣伝部部⾧) 

宮島 浩一
聡 

(本田技研工業株式会社 商品ブランド部 宣伝企画課課⾧) 

 
［金融・保険部会］ 

澤村  環 (アフラック生命保険株式会社 執行役員) 

鈴木 誠也 (株式会社大和証券グループ本社 広報部⾧) 

 
［化粧品・雑貨部会］ 

立山 昭洋 (花王株式会社 マーケティング創発部門 メディア企画部⾧) 

織田 浩行 (株式会社コーセー 宣伝部⾧） 

髙橋  満 (資生堂ジャパン株式会社 メディア戦略部⾧) 

岡村 達憲 (ユニ・チャーム株式会社 DX 推進本部 Digital Marketing 統括部⾧) 
 

松本 道夫 (ライオン株式会社 ビジネス開発センター本部⾧ 兼 統括部⾧) 

 
［建設・不動産部会］ 

㓛刀 欣弥 (鹿島建設株式会社 広報室⾧) 

泉本 圭介 (大和ハウス工業株式会社 執行役員 経営管理本部総合宣伝部⾧) 

藤岡 千春 (三井不動産株式会社 執行役員 広報部⾧) 

 
［スポーツ・レジャー・サービス部会］ 

霜田 朝之 (株式会社オリエンタルランド 執行役員 マーケティング本部⾧) 

 
［生活文化部会］ 

田原 光晃 (日本たばこ産業株式会社 パブリックリレーション部⾧) 



大村 寛子 
(ヤマハ株式会社 執行役員 ブランド戦略本部 副本部⾧ 

兼 マーケティング統括部⾧) 
 
［精密・事務機器部会］ 

相川 弘文 
(キヤノンマーケティングジャパン株式会社  

理事 ブランドコミュニケーション本部⾧) 

植田 久美 
(日本アイ・ビー・エム株式会社  

マーケティング ブランド推進・宣伝担当部⾧) 
 
［繊維・紙部会］ 

楠神 輝美 (旭化成株式会社 広報部⾧) 

◎幼方 聡子 (東レ株式会社 宣伝室⾧) 

猪熊 敏博 (株式会社ワコール 執行役員 総合企画室 広報・宣伝部部⾧) 

 
［電気機器部会］ 

中山 啓二 (日本電気株式会社(NEC) 上席主幹 マーケティング担当) 

◎丸山 哲朗 
(パナソニック株式会社 ブランド戦略本部 

コーポレート・コミュニケーション部部⾧) 

山口 有希子 
(パナソニック株式会社 コネクティッドソリーションズ社 常務 

エンタープライズマーケティング本部⾧) 

佐藤 正直 
(株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 

デジタルコミュニケーション部⾧) 

関  邦彦 (三菱電機株式会社 執行役員 宣伝部⾧) 

 
［電力・ガス・通信・公共サービス部会］ 

角  誠司 (株式会社 NTT ドコモ プロモーション部⾧) 

馬場 剛史 (KDDI 株式会社 コミュニケーション本部 宣伝部⾧) 

 
監 事 

生野  徹 
(東京ガスコミュニケーションズ株式会社  
   取締役 プロモーション事業部⾧) 
 

早川  徹 (日本空港ビルデング株式会社 広報・ブランド戦略室⾧） 

坂間 典人 (セイコーホールディングス株式会社   
コーポレートブランディング部⾧) 

  
相談役 

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) 
 
顧 問 

久保田和昌  (カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 
広報管掌 上席執行役員 CMO） 

土橋 代幸 (トヨタ・コニック・プロ株式会社 取締役) 

以上 


