
 

 

 

プレスリリース 

2019年 3月 5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 CEO：高梨秀一、以下アイレップ）

は、2019 年 2 月 27 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いたしました

ので、お知らせいたします。当社の取締役・監査役については、2019 年 6月に予定されている定

時株主総会及び同日開催予定の取締役会にて、正式に選任される予定です。 

 

1．執行役員の新任（2019 年 4月 1日付） 

氏名 新職 旧職 

菊地 英之 経営企画担当        － 

笠原  有 ビジネスユニット担当 第 1営業本部 第 3営業局 

局長 

竹内 哲也 ソリューションビジネス担当 ソリューションセールス・コ

ンサルティング本部 ソリュ

ーションセールス局 局長 

黒岩 奈緒 スキル＆ナレッジ担当 メディアマネジメント本部 

メディアナレッジ局 

メディアナレッジ部 部長 

 

2．執行役員の担当職務の変更 

氏名 新職 旧職 

帷  勝博 スキル＆ナレッジ担当 統合プランニング本部  

本部長 

和泉 佳孝 ビジネスユニット担当 第 1営業本部 本部長 

星合 知長 ソリューションビジネス担当 メディアマネジメント本部 

本部長 

木村 洋平 データ＆プランニング担当 マーケティングテクノロジー

開発本部 本部長 

原  麻子 人事担当 人事本部 本部長 

佐藤  翔 ビジネスユニット担当 第二営業本部 本部長 

辻  純也 ビジネスユニット担当 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 

山口 寿一 経営管理担当 管理本部 本部長 



黒須 徹弥 経営企画担当 経営企画本部 本部長 

 

3．取締役の新任・昇任・退任（2019 年 6月定時株主総会後） 

 [新任取締役] 

氏 名 新職 旧職 

星合 知長 取締役 
執行役員 

ソリューションビジネス担当 

帷   勝博 取締役 
執行役員 

スキル＆ナレッジ担当 

島田 雅也 取締役（非常勤） － 

野沢 直樹 取締役（非常勤） － 

 

[昇任取締役] 

氏 名 新役位 旧役位 

小坂 洋人 
常務取締役 CCO 

（Chief Client Officer） 

取締役 CCO 

（Chief Client 

Officer） 

 

[退任取締役] 

氏 名 新職 旧職 

豊福 直紀 － 取締役（非常勤） 

 

4．監査役の退任（2019年 6月定時株主総会後） 

氏 名 新職 旧職 

鈴木 誠 － 監査役（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



◆2019年 4月 1日時点の経営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2019年 6月定時株主総会後の経営体制 

 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

高梨 秀一 

取締役副社長 CFO 

（Chief Financial Officer） 

永井 敦 

常務取締役 CCO 

（Chief Client Officer） 

小坂 洋人 

取締役 CMO 

（Chief Marketing Officer) 

北爪 宏彰 

取締役 星合 知長 

取締役 帷  勝博 

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） 島田 雅也 

取締役（非常勤） 野沢 直樹 

監査役（常勤） 大塚 彰 

 

以上 

 

 

 

 

 

代表取締役社長 CEO 

（Chief Executive Officer） 

高梨 秀一 

取締役副社長 CFO 

（Chief Financial Officer） 

永井 敦 

取締役 CCO 

（Chief Client Officer） 

小坂 洋人 

取締役 CMO 

（Chief Marketing Officer) 

北爪 宏彰 

取締役（非常勤） 相坂 勇人 

取締役（非常勤） 豊福 直紀 

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 

監査役（常勤） 大塚 彰 

監査役（非常勤） 鈴木 誠 



■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。 

 

━━ 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】：高梨秀一 

【設立年月】：1997年 11月 

【資本金】：5億 5,064万円（2018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 

・ツール事業 

・その他（デジタルメディア事業等） 

 

【記事転載・引用等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 

※アイレップは、D.A.コンソーシアムホールティングスの 100％子会社です 

 

■D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社  

【代表者】： 島田雅也 

【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 

【URL】  ： https://www.dac-holdings.co.jp/  

【設立年月】： 2016 年 10 月 
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