
  

 

 

プレスリリース 

2022年 2月 24日 

株式会社アイレップ 

 

役員の異動に関するお知らせ 

  

株式会社アイレップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小坂洋人、以下アイレップ）は、

2022 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において、下記の通り役員の異動を内定しましたので、お

知らせいたします。当社の取締役については、2022年 3月に開催する臨時株主総会及び 2022年 6

月に予定されている定時株主総会にて、正式に選任される予定です。 

 

1．取締役の新任および退任 

（1）新任取締役（2022年 4月 1日） 

氏名 新職 旧職 

柴山 大 取締役 執行役員 

木野本 朋哉 取締役 執行役員 

 

（2）新任取締役（2022年 6月 24日） 

氏名 新職 

安藤 元博 取締役（非常勤） 

 

（3）退任取締役（2022年 3月 31日） 

氏名 旧職 

大塔 達也 取締役（非常勤） 

 

2. 役付取締役の異動 

(1)代表取締役の辞任（2022年 3月 31日） 

氏 名 新職 旧職 

島田 雅也 取締役会長 代表取締役会長 

 

(2) CXOの選任（2022年 4月 1日） 

氏 名 新職 旧職 

小坂 洋人 
代表取締役社長 CEO  

兼 CCO 
代表取締役社長 CCO 

永井 敦 取締役副社長 CFO 取締役副社長 

柴山 大 取締役 CTO 執行役員 

 

※CEO（Chief Executive Officer）、CCO（Chief Compliance Officer） 

CFO（Chief Financial Officer）、CTO（Chief Technology Officer） 



 

(3)役付取締役の選任（2022年 4月 1日） 

氏 名 新職 旧職 

北爪 宏彰 常務取締役 取締役 

  

3. 執行役員の選任（2022年 4月 1日） 

（1）重任 

氏名 担当業務 

和泉 佳孝 統合マーケティング担当補佐 

原  麻子 コーポレート企画担当補佐 

山口 寿一 コーポレート管理担当補佐 

笠原 有 統合マーケティング担当補佐 

竹内 哲也 事業開発担当補佐 

ソリューションビジネス担当補佐 

黒岩 奈緒 パフォーマンスデザイン担当補佐 

平野 光一 エリア及び SMB担当補佐 

垂水 亮太 パートナービジネス担当補佐 

 

(2)新任 

氏名 担当業務 

黒田 正実 グローバルビジネス担当補佐 

望月 圭介 コーポレート全般補佐 

笠置 淳行 コーポレート全般補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（ご参考）2022年 4月 1日時点の経営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会長 島田 雅也 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株

式会社取締役会長執行役員 

代表取締役社長 CEO 兼 CCO 小坂 洋人 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

取締役副社長 CFO 永井 敦 コーポレート全般管掌 

常務取締役 北爪 宏彰 統合マーケティング担当 

グローバルビジネス担当 

取締役 星合 知長 メディアビジネス担当 

ソリューションビジネス担当 

取締役 帷 勝博 パフォーマンスデザイン担当 

取締役 黒須 徹弥 コーポレート企画担当 

取締役 佐藤 翔 パートナービジネス担当 

エリア＆SMB担当 

取締役 CTO 柴山 大 テクノロジー担当 

取締役 木野本 朋哉 ストラテジックプランニング担当 

クリエイティブ担当 

取締役（非常勤） 相坂 勇人  

取締役（非常勤） 石川 直樹  

取締役（非常勤） ジェイムス 

ブルース 

 

取締役（非常勤） 二見 均  

監査役（常勤） 矢野 清人  

監査役（非常勤） 禿河 毅  

執行役員 和泉 佳孝 統合マーケティング担当補佐 

執行役員 原  麻子 コーポレート企画担当補佐 

執行役員 山口 寿一 コーポレート管理担当補佐 

執行役員 笠原 有 統合マーケティング担当補佐 

執行役員 竹内 哲也 事業開発担当補佐 

ソリューションビジネス担当補佐 

執行役員 黒岩 奈緒 パフォーマンスデザイン担当補佐 

執行役員 平野 光一 エリア及び SMB担当補佐 

執行役員 垂水 亮太 パートナービジネス担当補佐 

執行役員 黒田 正実 グローバルビジネス担当補佐 

執行役員 望月 圭介 コーポレート全般担当補佐 

執行役員 笠置 淳行 コーポレート全般担当補佐 



 

（ご参考）2022年 6月定時株主総会後の経営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会長 島田 雅也 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

株式会社取締役会長執行役員 

代表取締役社長 CEO兼 CCO 小坂 洋人 株式会社博報堂ＤＹホールディングス執行役員 

取締役副社長 CFO 永井 敦 コーポレート全般管掌 

常務取締役 北爪 宏彰 統合マーケティング担当 

グローバルビジネス担当 

取締役 星合 知長 メディアビジネス担当 

ソリューションビジネス担当 

取締役 帷 勝博 パフォーマンスデザイン担当 

取締役 黒須 徹弥 コーポレート企画担当 

取締役 佐藤 翔 パートナービジネス担当 

エリア＆SMB担当 

取締役 CTO 柴山 大 テクノロジー担当 

取締役 木野本 朋哉 ストラテジックプランニング担当 

クリエイティブ担当 

取締役（非常勤） 相坂 勇人  

取締役（非常勤） 石川 直樹  

取締役（非常勤） ジェイムス  

ブルース 

 

取締役（非常勤） 二見 均  

取締役（非常勤） 安藤 元博  

監査役（常勤） 矢野 清人  

監査役（非常勤） 禿河 毅  

執行役員 和泉 佳孝 統合マーケティング担当補佐 

執行役員 原  麻子 コーポレート企画担当補佐 

執行役員 山口 寿一 コーポレート管理担当補佐 

執行役員 笠原 有 統合マーケティング担当補佐 

執行役員 竹内 哲也 事業開発担当補佐 

ソリューションビジネス担当補佐 

執行役員 黒岩 奈緒 パフォーマンスデザイン担当補佐 

執行役員 平野 光一 エリア及び SMB担当補佐 

執行役員 垂水 亮太 パートナービジネス担当補佐 

執行役員 黒田 正実 グローバルビジネス担当補佐 

執行役員 望月 圭介 コーポレート全般担当補佐 

執行役員 笠置 淳行 コーポレート全般担当補佐 



 

（ご参考）新任常勤取締役候補者略歴 

 

以上 

 

 

■株式会社アイレップについて 

アイレップは、広告主のマーケティング成果を最大化する統合デジタルマーケティングエージ

ェンシーです。国内圧倒的ナンバーワンの SEM 領域に、データを起点とした新たな広告事業・ソ

リューション事業、そしてクリエイティブ事業を加え、高度なプランニングを展開することで、

「ユーザーへの最適な情報流通により、国内外のクライアント企業の成果を最大化へと導く統合

マーケティングエージェンシー」の立場を確固たるものにしていきます。 

※アイレップは博報堂ＤＹグループの企業です。 
 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】：株式会社アイレップ 

【所在地】：東京都渋谷区恵比寿四丁目 20番 3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー21F  

【URL】：https://www.irep.co.jp/ 

【代表者】：小坂洋人 

【設立年月】：1997年 11 月 

【資本金】：5億 5,064万円（2021年 3月末現在） 

【事業内容】： 

・広告代理事業 

・ソリューション事業 

・クリエイティブ事業 

・その他 

 

【記事転載・引用などに関する問い合わせ先】 

●株式会社アイレップ 

TEL ： 03-5475-2720（代）   FAX ： 03-5475-2725 

【報道関係問い合わせ先】広報担当 E-MAIL: pr@irep.co.jp 

【弊社サービス内容に関する問い合わせ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

柴山 大 

（1979年 6月

21日生） 

2002年 4月 

2012年 7月 

2016年 7月 

2017年 3月 

2019年 4月 

2019年 10月 

2020年 4月 

株式会社 NTTドコモ東海（現株式会社 NTTドコモ）入社 

株式会社リクルート入社 

LINE株式会社入社 

negocia株式会社を設立 代表取締役（現任） 

当社入社 マーケティングテクノロジー開発 Unit 

執行役員（現任） 

テクノロジービジネス Unit Unit Manager（現任） 

木野本 朋哉 

（1986年 4月 

1日生） 

2008年 4月 

2016年 11月 

2019年 7月 

2020年 4月 

2020年 10月 

2021年 4月 

 

株式会社博報堂入社 

株式会社博報堂ＤＹホールディングス経営企画局 

当社出向 社長室 室長 

コミュニケーションデザイン Unit Unit Manager 

第 1コミュニケーションデザイン Unit Unit Manager（現任） 

執行役員（現任） 

プランニング＆クリエイティブ Unit Unit Manager（現任） 


