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 2022年 11月 14日 
株式会社 電通グループ 

代表取締役社長執行役員 CEO 五十嵐 博 
(東証プライム市場 証券コード：4324) 

 
電通グループ、2023年度経営体制「グループ・マネジメント・チーム」を発表 

― 多様性に富んだチームにより企業価値の持続的向上を実現 ― 
 

  株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 CEO：五十嵐 博、資本金：746
億 981 万円、以下「当社」）は、企業価値の持続的向上を実現するため、電通グループを率いる新しい
経営体制について決定しました。以下、電通グループ全体をリードする経営体制刷新のポイントと、2023
年度（2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日）における電通グループのグローバル経営体制についてお知ら
せします。 
 

■ 経営体制刷新のポイント 
 グローバル経営を推進するワン・マネジメント・チーム「グループ・マネジメント・チーム」を組成し、
事業変革の加速と経営の更なる高度化を実現し、事業成長と持続的な企業価値の向上を実現する。 

 「グループ・マネジメント・チーム」は、社長 CEOの五十嵐をトップとして、執行責任を担う Group 
Executive Management（グループ・エグゼクティブ・マネジメント）21名と、Group Management
（グループ・マネジメント）15 名の合計 36 名により構成され、世界の 4 事業地域を直接統括する。
（2022 年 12 月末で、意思決定の迅速化、グループの全体戦略の明確化、事業効率性の向上を目的と
し、電通ジャパンネットワーク、電通インターナショナルの 2事業体制を解消する。） 

 グループ・エグゼクティブ・マネジメントは執行の意思決定機関であるグループ経営会議を構成し、
メンバーには社長 CEO をトップとして、主要な領域のビジネス、コーポレートの責任者を任命する。
また、グループ・マネジメントは、タイトルで役割と責任を明確にする。 
- グループ・マネジメント・チームには、グローバル事業の最適化を目的として、4 事業地域の CEO
が参画する。また、コーポレート領域でも、海外事業の CFO のグループ CFO への抜擢や、グーグ
ル合同会社からのチーフ HRオフィサーの招聘など、よりグローバルな視点での経営を実践する。 

- ESG経営の強化を目的とし、チーフ・ガバナンス・オフィサー、チーフ・カルチャー・オフィサー、
チーフ・サステナビリティ・オフィサーを任命した。 

- 顧客企業への提供価値を向上する目的で、チーフ・グローバル・クライアント・オフィサーやチー
フ・インテグレーテッド・ソリューション・オフィサーを任命した。 

- 社長 CEOの意思決定を直接的に補佐するチーフ・オブ・スタッフを新たに任命した。 
 
社長 CEO の五十嵐 博は、「インテグレーテッド・グロース・ソリューションの強化による顧客企業

の事業成長やより良い社会、および企業価値の向上を目的に、グローバルなグループ・マネジメント・
チームを組成しました。このチームの下、全世界で 65,000 人の人財価値を最大限に引き出し、それぞ
れの国・地域で独自の強みを発揮するとともに、相乗効果や効率性の向上により、更なる事業成長と収
益向上を実現していきます。そして、私たちはこの経営体制の刷新により、2024年度を最終年度とする
中期経営計画の達成はもとより、それ以降の長期的・持続的成長の確度を高めていきます。同時に、顧
客企業、パートナー企業、従業員、生活者、ひいては、より良い社会の実現に貢献していきます。」と述
べています。 

株式会社 電通グループ 
グループコーポレートコミュニケーションオフィス 
〒105-7050 東京都港区東新橋 1-8-1 
Tel 03-6217-6601 
https://www.group.dentsu.com/jp/ 
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■グループ・マネジメント・チームについて 

 
2023年 1月 1日付のグループ・マネジメント・チームのメンバーは、以下のとおりです。2023年以降、

(株)電通グループに限らず、145 カ国・地域で事業を行う約 900社で構成される電通グループ全体の経営を
グループ・マネジメント・チームが推進します。このうち、特に執行責任を担うメンバーをグループ・エグ
ゼクティブ・マネジメントとしています。 
なお、「(株)電通グループ」は持株会社である株式会社電通グループを指し、「dentsu」というブランドは、

電通グループ全体を表現しています。また、役職に(株)電通グループ、または「dentsu」の表記があるメン
バーは、グローバル全体の責任を担います。「dentsu」の後に地域名があるメンバーはその特定地域の責任
を担います。 
 
（１）グループ・エグゼクティブ・マネジメント（21名）の選任について（2023年 1月 1日付） 

新 職 氏 名 現 職 

㈱電通グループ  
社長 CEO 

五十嵐 博 
いがらし ひろし ㈱電通グループ 社長執行役員 CEO 

㈱電通グループ  
副社長 チーフ・ガバナンス・オフ
ィサー※ 

曽我 有信 
そが ありのぶ ㈱電通グループ 副社長執行役員（CFO） 

㈱電通グループ  
副社長 チーフ・コーポレート・ア
フェアーズ・オフィサー 

平手 晴彦 
ひらて はるひこ ㈱電通グループ 副社長執行役員（CCAO） 

㈱電通グループ  
CFO 

Nick Priday 
ニック・プライデイ 

㈱電通グループ 執行役員 
兼 電通インターナショナル社 CFO 

㈱電通グループ  
チーフ・ストラテジー・オフィサー  
＆チーフ・インテグレーション・オ
フィサー 

高橋 惣一 
たかはし そういち ㈱電通グループ 執行役員  

㈱電通グループ  
CHRO 

谷本 美穂 
たにもと みほ グーグル合同会社 人事本部長 

㈱電通グループ  
チーフ・カルチャー・オフィサー 

Jean Lin 
ジーン・リン ㈱電通グループ 執行役員 

㈱電通グループ  
チーフ・コミュニケーションズ・オ
フィサー 

Jeremy Miller 
ジェレミー・ミラー 

電通インターナショナル社 グローバル・チー
フ・コミュニケーションズ ＆ マーケティン
グ・オフィサー 

㈱電通グループ  
チーフ・インフォメーション・オフ
ィサー 

Dominic Shine 
ドミニク・シャイン 

電通インターナショナル社 チーフ・テクノロ
ジー・オフィサー 
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㈱電通グループ  
ゼネラル・カウンセル 

Alison Zoellner 
アリソン・ゾルナー 

電通インターナショナル社 ゼネラル・カウン
セル 

dentsuチーフ・インテグレーテッ
ド・ソリューションズ・オフィサー  

中村 将也 
なかむら まさや 

㈱電通グループ 執行役員 
兼 電通インターナショナル社 グローバルソ
リューションズ CEO 

dentsuビジネス・トランスフォー
メーション CEO  

佐野 傑 
さの たけし 電通ジャパンネットワーク 執行役員 

dentsu Americas CEO & 
dentsuチーフ・グローバル・クラ
イアント・オフィサー 

Jacki Kelley 
ジャッキー・ケリー 電通インターナショナル社 Americas CEO 

dentsu Japan CEO 
榑谷 典洋 
くれたに のりひろ 

㈱電通グループ 執行役員  
兼 電通ジャパンネットワーク 社長執行役員
CEO 

dentsu EMEA CEO  
Giulio Malegori 
ジュリオ・マレゴリ 電通インターナショナル社 EMEA CEO 

dentsu APAC CEO  
Rob Gilby 
ロブ・ギルビー 電通インターナショナル社 APAC CEO 

dentsuインターナショナル・マー
ケット CXM CEO 

Michael 
Komasinski 
マイケル・コマシンスキ 

電通インターナショナル社 Merkle/CXM グ
ローバル CEO 

dentsuインターナショナル・マー
ケット メディア CEO 

Peter Huijboom 
ピーター・ハイブーン 

電通インターナショナル社 メディア＆グロー
バルクライアント グローバル CEO 

dentsuグローバル・チーフ・クリ
エーティブ・オフィサー (日本以外) 

Fred Levron 
フレッド・レブロン 

電通インターナショナル社 グローバル・チー
フ・クリエーティブ・オフィサー 

dentsu Japan COO 
綿引 義昌 
わたひき よしまさ 

電通ジャパンネットワーク 執行役員 社長補
佐 

dentsuインターナショナル・マー
ケット COO 

Nnenna 
Ilomechina 
ネナ・イロメチナ 

電通インターナショナル社 グローバル・チー
フ・オペレーティング・オフィサー 

 
なお、 2023 年 1 月 1 日時点において、五十嵐 博と曽我 有信は「代表取締役」、Nick Pridayと槫谷 典洋
は「取締役」を継続します。 
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（２）グループ・マネジメント（15 名）の選任について（2023年 1月 1日付） 

戦略・ビジネス領域 コーポレート領域 

新 職 氏 名 新 職 氏 名 

㈱電通グループ  
チーフ・オブ・スタッフ 

石原 良樹 
いしはら よしき 

㈱電通グループ  
内部監査責任者 

上原 伸夫 
うえはら のぶお 

㈱電通グループ  
デピュティ・チーフ・ストラテジ
ー・オフィサー 

伊瀬 禎宣 
いせ よしのぶ 

㈱電通グループ  
デピュティ CHRO 

柴田 淳 
しばた じゅん 

㈱電通グループ  
デピュティ・チーフ・インテグレーシ
ョン・オフィサー 

青木 聡 
あおき そう 

㈱電通グループ  
デピュティ CFO 

平澤 俊之 
ひらさわ としゆき 

㈱電通グループ  
デピュティ・チーフ・インテグレーシ
ョン・オフィサー 

Tom Higgins 
トム・ヒギンス 

㈱電通グループ  
コーポレートセクレタリー長 ＆ デ
ピュティ・ゼネラル・カウンセル 

永江 禎 
ながえ ただし 

㈱電通グループ  
デピュティ・チーフ・オブ・スタッフ 

Manus Wheeler 
マヌス・ウィーラー 

dentsu Japan チーフ・コーポレー
ト・アフェアーズ・オフィサー 

林 信貴 
はやし のぶたか 

㈱電通グループ  
デピュティ・チーフ・オブ・スタッフ 

尾身 典孝 
おみ のりたか dentsu Japan CFO 

千野 博 
ちの ひろし 

dentsu Japan クリエーティブ CEO 
佐々木 康晴 
ささき やすはる 

dentsu Japan チーフ・サステナビリ
ティ・オフィサー 

北風 祐子 
きたかぜ ゆうこ 

  
dentsu インターナショナル・マーケ
ット・チーフ・サステナビリティ・オ
フィサー 

Anna 
Lungley 
アナ・ラングリー 

 
 
＜参考：一部の役職の役割ついて＞ 
 
 チーフ・ガバナンス・オフィサー 
経営戦略の推進においてコーポレート領域で dentsu の戦略的変革を推進し、将来に渡る企業ガバナンスの強化に対する
説明責任を負う。 

 
 チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサー 
経営戦略の推進においてコーポレート領域で dentsu の戦略的変革を推進し、将来に渡る人的資本の強化と対内外コミュ
ニケーションに対する説明責任を負う。 

 
 チーフ・ストラテジー・オフィサー 

dentsu の継続的な成長を図るため、経営戦略を策定し、変革を推進する。 
 
 チーフ・インテグレーション・オフィサー 

dentsu の統合戦略の策定、コーポレートおよび事業統合計画の実行により、変革を主導する。 
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 チーフ・HR・オフィサー（CHRO） 

dentsu の人事戦略を策定・実行し、人事機能をリードする。人と組織の力を高めることで事業変革を支援する。 
 
 チーフ・カルチャー・オフィサー 
グループ固有の企業文化を経営資源と捉え、その形成と具体化を通じて、持続的な企業価値向上に貢献する。多様性を受
容する、新しくユニークなカルチャーを創る。 

 
 チーフ・コミュニケーションズ・オフィサー 

dentsu の全従業員や、顧客、メディアなどの主要なステークホルダーに対する dentsuのエンゲージメントを促進するグ
ローバルコミュニケーション戦略を策定・実行する。 

 
 チーフ・インフォメーション・オフィサー 

dentsu の情報システム戦略を策定・実行し、システム運用とインフラストラクチャ開発を設計および推進することで、ビ
ジネス変革をサポートする。 
 

 ゼネラル・カウンセル 
dentsu の法務・コンプライアンス戦略を策定・実行する。法務・コンプライアンス機能を主導して、dentsu の全ての法
務業務を提供・管理し、ビジネスの変革をサポートする。 

 
 チーフ・インテグレーテッド・ソリューションズ・オフィサー 

dentsu の事業戦略に沿った Integrated Growth Solutionsの開発をリードする。サービスラインを統合したソリューショ
ンを開発・提供する。 

 
 ビジネス・トランスフォーメーション CEO 

dentsu のビジネス・トランスフォーメーション（BX）サービスのグローバル成長をリードする。クライアントの既存事業
の変革や、新規事業の創造に向けて、戦略策定から実行までの支援を行う。 
 

 CXM CEO 
カスタマーエクスペリエンスマネジメント（CXM）サービスラインの可能性を最大限に引き出し、クライアントに提供す
る。 

 
 メディア CEO 
メディア・サービスラインの可能性を最大限に引き出し、クライアントに提供する。 

 
 グローバル・チーフ・クリエーティブ・オフィサー (日本以外) 
クリエイティブ・サービスラインの可能性を最大限に引き出し、クライアントに提供する。広告の枠を超えたアイデア主
導の提案を行う世界クラスのグローバル・クリエイティブ機能をリードする。 

 
 チーフ・グローバル・クライアント・オフィサー 

dentsu の Integrated Growth Solutions 提供の中核として、顧客を中心として統合を図る組織の開発を主導し、顧客の体
験を設計、組織化、向上させ、グローバルにビジネスを成長させる。 
 

 チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO） 
経営目標にむけた事業戦略の実現と業務遂行を支援する。またグローバルな統合推進に貢献する。 
 

 チーフ・オブ・スタッフ 
経営における社長 CEO の意思決定を直接補佐する。戦略の重要なイニシアティブにおいて、社長 CEO のゲートキーパー
として、経営の推進を行う。 

 
 クリエーティブ CEO（dentsu Japan） 
日本におけるクリエイティブ・サービスラインの可能性を最大限に引き出し、クライアントに提供する。広告の枠を超え
たアイデア主導の提案を行う世界クラスのクリエイティブ機能をリードする。 

 
 コーポレートセクレタリー長 
コーポレートセクレタリーの責任者として取締役会議長のサポートを行うと共に、会社法に適応するための業務に責任を
負う。 

 
 チーフ・サステナビリティ・オフィサー 

dentsu がサステナブルな社会をリードする存在となるというゴールに向けて、「2030 サステナビリティ戦略」の策定と実
行を統括する。 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
※：社長補佐の役割を担い、資本市場との向き合いにおいて、社長 CEO のアドバイスおよびサポートを行う。 

 
 
 (株)電通グループにおいては 2023 年度より「執行役員」の呼称を原則、廃止します。 

 
 

【リリースに関する問い合わせ先】 
株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 河南、小嶋 

 Email：group-cc@dentsu-group.com 

株式会社電通グループでは、新型コロナウイルス対策の一環として、現在リモートワークを実施しておりますので、
同期間のお問い合わせは、Eメールにてお願いいたします。 
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