NEWS RELEASE
２０２1 年 10 月 29 日
Comexposium Japan 株式会社

【全公式スピーカー発表】総勢 230 名以上の現役トップマーケターが
「ad:tech tokyo 2021」(11 月 1 日～2 日)に登壇

マーケティングの国際カンファレンスを多数企画運営するコムエクスポジアム・ジャパン株式会社（本社：東
京都港区、代表取締役社長： 古市 優子）は、2021年11月1日(月)～11月2日(火)、東京国際フォーラムでリア
ル開催する、アジア最大級のマーケティング国際カンファレンス「ad:tech tokyo（以下、アドテック東京）
2021」の全公式スピーカー総勢230名以上が決定したことを発表いたします。
アドテック東京 2021 には、開催広告主、広告会社、メディア、ソリューションベンダーなど、各業界の最前線
で活躍するトップマーケターが登壇します。様々なフィールドで成功する公式スピーカーたちが、New Normal
によって生じてる世界の様々な変化を見据え、その中で価値を生み出すにはどうすればよいのか、などについ
てディスカッションします。登壇者一覧をご確認の上、最新の動向や事例が学べるセッションにぜひリアルで
ご参加ください。昨年に引き続き、公開後のアーカイブ配信も実施します。
<開催概要>
ad:tech tokyo 2021
2021 年 11 月 1 日(月)-11 月 2 日(火)
会場：東京国際フォーラム ＋ Online
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号 TEL:03-5221-9000
プログラムの詳細はこちら＞＞https://adtech-tokyo.com/ja/program/
パスのお申込みはこちら＞＞ https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/
登壇者一覧

※法人格、敬称略、順不同

◆キーノート◆
ズナイデン 房子【日本マクドナルド 上席執行役員 CMO】
久保田 和昌【NO WALL コミュニケーションテラー / 事業構想大学院大学 客員教授】
Diarmuid Gill【CRITEO 最高テクノロジー責任者】

国分 太一【(株)TOKIO 副社長】
南雲 克明【丸亀製麺 執行役員 CMO】
嶋田 三四郎【博報堂ＤＹメディアパートナーズ クリエイティブ＆テクノロジー局 局長】
ロブ ブラッドレイ【CNN インターナショナル・コマーシャル 上級副社長】
長屋 海咲【CNN インターナショナル・コマーシャル セールスディレクター】
相生 宏之【アサヒ飲料 常務執行役員 マーケティング本部長】
伊澤 正司【伊澤タオル 代表取締役】
塚本 信二【Amazon Ads Japan カントリーマネージャー】
堀江 貴文【SNS media&consulting ファウンダー】
高岡 浩三【ケイアンドカンパニー 代表取締役】
◆公式スピーカー◆
吉村 咲紀【Indeed Japan Senior Marketing & PR manager】
吉川 友英【ADK マーケティング・ソリューションズ 統合チャネル戦略センター 統合メディアプランニングユ
ニット ユニット長】
横大路 牧子【日本オラクル Head of Regional Marketing for Oracle Advertising, JAPAC】
山本 実【イオンリテール 執行役員 システム企画本部長】
山口 大道【ADK マーケティング・ソリューションズ グロースマーケティングセンター 統合プランニングユニ
ット DX 推進室 シニア DX ディレクター】
山口 有希子【パナソニック コネクティッドソリューションズ社 常務 エンタープライズマーケティング本部
本部長】
山口 絵里【FUN UP 代表取締役】
山田 陸【AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 本部長 / サイバーエージェント 常務執行役員】
渡邉 桂子【ビーアイシーピー・データ 代表取締役】
渡辺 啓之【TSI ホールディングス 執行役員 デジタルビジネス部長】
碓氷 早矢手【講談社 第二事業戦略部部長】
宇佐美 夕佳【LG Electronics Japan マーケティングディレクター】
幼方 聡子【東レ 宣伝室長】
鳥橋 葉子【エキップ D2C 統括部】
友澤 大輔【イーデザイン損害保険 CMO】
富永 久美【フェイスブックジャパン クリエイティブショップ責任者】
富永 朋信【Preferred Networks 執行役員 最高マーケティング責任者】
泊 剛史【イオンシグナスポーツユナイテッド 代表取締役社長】
徳力 基彦【note note プロデューサー/ブロガー】
寺西 麻帆【ファンケル 広告宣伝部 PR 担当】
田中 安人【吉野家 CMO/チーフ・マーケティング・オフィサー】
田中 奏真【エン・ジャパン 部長】
田中 絢子【newn COHINA 代表】
瀧田 圭介【ADK マーケティング・ソリューションズ DDM 戦略デザインセンター プランニング・ディレクタ
ー】
竹下 伸哉【ADK マーケティング・ソリューションズ 事業役員

DDM 戦略デザインセンター長】

竹嶋 理恵【電通 PR ソリューション局 / 電通 Team SDGs プロジェクトリーダー】

武井 慎吾【DMM.com マーケティング部 部長】
武田 明子【ヤフー 全社マーケティング本部 コミュニケーションプランニング部 部長】
高橋 篤【サイバーエージェント インターネット広告事業本部 販促革命センター 統括】
高橋 学【電通 第 2 統合ソリューション局 テクノベートストラテジー部 部長】
鈴木 秀【ホリプロデジタルエンターテインメント 代表取締役社長】
鈴木 愛子【花王 コーポレート戦略部門 デジタル事業創造部 部長】
杉浦 充【ADK マーケティング・ソリューションズ デジタルビジネスプロデュースセンター】
杉浦 友彦【電通デジタル 副社長執行役員】
菅本 裕子（ゆうこす）【321 ファウンダー】
須藤 奨【LINE ビジネスプラットフォーム企画センター AD 企画室 室長】
曽我 祐樹【損害保険ジャパン ビジネスデザイン戦略部 課長】
東海林 直子【NEC IMC 本部 本部長】
白井 秀樹【ADK マーケティング・ソリューションズ EXDC Ｅビジネスデザイングループ長】
塩見 直輔【リクルート 執行役員】
篠原 佳名子【トリドールホールディングス 海外事業本部 海外事業企画部 マーケティングスペシャリスト デ
ジタルマーケティング研究機構 幹事】
下地 圭子【NTT ドコモ スマートライフ推進部 マーケティング推進担当/ジュニアプロフェッショナル（デジタ
ルマーケティング）】
清水 康隆【博報堂ＤＹメディアパートナーズ メディアプランニングディレクター】
島中 創麻【サンライズ 企画営業課 チーフ】
志賀 玲子【ツイッター・ジャパン マーケティングインサイト＆アナリティクス シニアマネージャー JPKR リ
ード】
渋谷 直正【東日本旅客鉄道 MaaS・Suica 推進本部 データマーケティング部門 担当部長】
関 洋祐【ペンシル D2C 事業部ゼネラルマネージャー】
沢村 真治【フリー スモールビジネス副事業部長】
坂下 洋孝【フェイスブックジャパン 執行役員】
坂本 真樹【国立大学法人電気通信大学 副学長 / 感性 AI 株式会社 取締役 COO】
佐川 大介【フェズ 執行役員 CMO】
三枝 幸夫【出光興産 執行役員 CDO/CIO 兼 デジタル・DTK 推進部長】
尾澤 恭子【オリックス テクノロジー統括部 戦略デジタルマーケティング シニアマネージャー】
大友 真吾【CyberZ 取締役】
音部 大輔【クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役】
太田 郁子【博報堂ケトル 代表取締役社長 共同 CEO / エグゼクティブクリエイティブディレクター】
太田 祐一【DataSign 代表取締役】
大沢 伸一【エイベックス・マネジメント 音楽家/プロデューサー】
長田 新子【渋谷未来デザイン 理事・事務局次長】
奥澤 洋基【サイバーエージェント インターネット広告事業本部 サイバーエージェントストラテジー局 Ｒ＆
Ｄ/マネージャー】
奥谷 孝司【オイシックス・ラ・大地・顧客時間 専門役員 COCO / 共同 CEO 取締役】
大久保 晶平【AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 プロダクト部門 統括】
桶川 綾乃【コーセー 宣伝部】
大和田 健人【アリババクラウド・ジャパンサービス DX オフィス シニア・コンサルタント】

野口 真史【ヤフー データソリューション事業本部 事業戦略部 部長】
野口 竜司【ZOZO NEXT 取締役 CAIO / ZOZO AI R&D 推進本部 本部長】
西谷 大蔵【ALPHABOAT LLC., 社長】
西野 英美【オルビス 執行役員 商品・QCD 担当】
西村 拓哉【アサヒビール 経営変革室 デジタルマーケティング部 副部長】
西川 明里【日本オラクル パートナーデベロップメントマネージャー オラクルアドバタイジング】
蜷川 新治郎【TVer 取締役 CIO】
並河 進【電通 カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター マネージング・ディレクター/エグ
ゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター】
生井 秀一【花王 DX 戦略推進センター EC ビジネス推進部 部長】
中澤 伸也【Repro 取締役 CMO＆CPO】
中山 雄大【イオン チーフデータオフィサー】
中根 志功【Originals&Co. Founder / CEO LINE Frontliner】
中村 淳一【フェイスブックジャパン マーケティングサイエンス ノースイーストアジア地域統括】
中村 祐介【CRITEO Chief Industry Strategist】
中村 俊之【ポーラ ブランドマーケティング部 部長】
仲田 百合【パナソニックコネクティッドソリューションズ社 エンタープライズマーケティング本部 企画管理
室長】
永田 佑子【Z ホールディングス Co-CEO 事業推進統括部 統括部長】
武者 慶佑【アイレップ ライブコマース・エヴァンジェリスト】
村本 美知【ADK マーケティング・ソリューションズ エクスペリエンスデザインセンター センター長補佐 兼
EX ソリューションユニット長】
村上 臣【LinkedIn Japan 日本代表】
水島 剛【Indeed Japan マーケティングディレクター】
宮澤 典友【アスクル 執行役員 CDXO テクノロジスティクス本部長】
宮野 淳子【MJ 代表取締役社長】
三浦 伊知郎【KDDI 5G xR サービス戦略部 革新担当部長】
三井 明子【ADK クリエイティブ・ワン クリエイティブディレクター、コピーライター】
三嶋 春菜【アドビ コンサルタント/プロデューサー】
南 麻理江【BuzzFeed Japan ハフポスト日本版 エディター】
南 勲【フェイスブックジャパン 執行役員 営業本部長】
松園 詩織【ANDART 代表取締役 CEO】
増田 昌弘【博報堂 生活者エクスペリエンスクリエイティブ局】
小助川 雅人【資生堂 エグゼクティブクリエイティブディレクター】
眞鍋 尚行【電通 データマーケティングセンター 部長】
馬越 美香【PwC コンサルティング 業界アナリスト】
前田 徹哉【baton マーケティング部 責任者】
馬渕 邦美【PwC japan Managing Director】
リュウ シーチャウ【レノボ・ジャパン合同会社 マーケティング統括本部 統括本部長 チーフ・マーケティン
グ・オフィサー】
草柳 正太【太陽企画 プロデューサー】
栗田 宏美【クレディセゾン デジタルマーケティング部】

倉迫 有沙【フェイスブックジャパン マーケティングサイエンスリード】
久野 祐揮【 Preferred Networks マーケティング】
小和田 みどり【ライオン サステナビリティ推進部 部長】
小堺 吉樹【ネスレ日本 メディアスペシャリスト】
紺野 俊介【楽天グループ 執行役員】
近藤 克尚【フェイスブックジャパン 執行役員 営業本部長】
小岩井 美紀【日本マイクロソフト コンシューマー事業本部 マーケティング統括本部 業務執行役員 統括本部
長】
小池 藍【GO FUND, LLP 代表パートナー】
小林 浩輔【T ポイント・ジャパン 取締役】
清川 忠康【オーマイグラス 代表取締役社長】
北川 拓也【楽天グループ 常務執行役員】
吉柳 さおり【ベクトル 取締役副社長】
木村 元【ラフラ・ジャパン 代表取締役社長】
亀卦川 篤【凸版印刷 DX デザイン事業部 BA センター 新事業推進室 兼 本社 戦略投資センター 室長】
風口 悦子【日本アイ・ビー・エム 執行役員 マーケティング担当 チーフ・マーケティング・オフィサー】
川添 隆【ビジョナリーホールディングス(メガネスーパー) 取締役 CDO 兼 CIO】
加藤 剛士【ヤマハ ブランド戦略本部マーケティング統括部 主幹】
加藤 希尊【チーターデジタル 副社長 兼 CMO】
加藤 圭介【アクセンチュア マネジング・ディレクター】
加藤 麻里子【キリンビバレッジ マーケティング部 ブランド担当 担当部長 シニアブランドマネージャー】
加藤 勤之【オープンハウス 社長室長 兼 総合推進本部長 広報宣伝部長 兼 事業開発部長】
片山 義丈【ダイキン工業 広告宣伝グループ長】
片桐 圭子【朝日新聞出版 AERA 編集長】
柏木 吉基【データ＆ストーリー合同会社 代表】
菅 美沙季【オイシックス・ラ・大地 執行役員、サービス進化室 室長】
角井 亮一【イー・ロジット CEO】
甲斐 博一【 日本 HP 経営企画本部 部長】
景井 美帆【シャープ 通信事業本部 市場開拓部 部長】
鹿毛 康司【かげこうじ事務所代表 マーケター、クリエイター エステーコミュニケーションアドバイザー グ
ロービス経営大学院教授】
岩崎 裕美子【ランクアップ 代表取締役社長】
岩中 駿介【エメトレ 取締役副社長】
伊藤 かつら【日本マイクロソフト 執行役チーフラーニングオフィサー プロフェッショナルスキル開発本部
長】
磯部 泰之【クレディセゾン クレジット事業部長 執行役員】
石黒 不二代【ネットイヤーグループ 取締役チーフエヴァンジェリスト】
石戸 亮【パイオニア CDO&CMO, Mobility Service Company】
石橋 薫【アルヒ 執行役員マーケティング本部長】
砂金 信一郎【LINE 執行役員 / AI カンパニーCEO】
井上 大輔【ソフトバンク コミュニケーション本部 メディア統括部 統括部長】
井上 慎也【パイオニア NP 事業本部 CMO】

井上 朋子【ビー・エム・ダブリュー ブランドコミュニケーション・マネジャー】
今西 周【日本コカ・コーラ マーケティング本部 IMX 事業本部長】
今西 陽介【ディー・エヌ・エー エグゼクティブマーケティングプロデューサー】
池照 直樹【カインズ 執行役員 CDO 兼 CMO 兼デジタル戦略本部長】
飯塚 隆博【博報堂 DY メディアパートナーズ AaaS ビジネスプロデュース局 局長】
一条 裕仁【ヤフー トラスト&セーフティ本部 本部長】
射場 瞬【IBA カンパニー 代表取締役】
堀田 晶子【サントリーコミュニケーションズ 宣伝部課長】
細尾 真孝【細尾 代表取締役社長】
本田 哲也【本田事務所 代表取締役／PR ストラテジスト】
廣谷 亮【TikTok For Business Japan Brand Strategy Director, Global Business Marketing-Japan】
廣田 隆史【サイバーエージェント インターネット広告事業本部 Amazon 局 シニアマネジャー】
廣瀬 文栄【クボタ KESG 推進部 担当部長】
平山 高敏【キリンホールディングス コーポレートコミュニケーション部】
平野 未来【シナモン 代表取締役社長 CEO】
林 孝裕【電通 PR ソリューション局/電通ダイバーシティ・ラボ 代表】
橋本 好真【ソニーマーケティング カスタマーデータ&PF 戦略部 統括課長】
橋本 昇【テレビ朝日 ビジネスソリューション本部セールスプロモーション局長】
濱野 智成【トレンド Express 代表取締役社長 CEO】
浜田 敬子【ジャーナリスト】
羽片 一人【サイバーエージェント インターネット広告事業本部 統括】
二木 隆司【富士通 ブランドコミュニケーション部 部長】
伏見 一茂【セブン＆アイ・ホールディングス デジタルマーケティング部 CRM 推進 シニアオフィサー】
布瀬川 平【電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局 エグゼクティブ・メディア＆デジタル・ディレクタ
ー】
古屋 開【Twitter Japan ラージクライアントソリューション シニアクライアント・パートナー / ゲーミング
業界リード】
舟越 靖【HIKKY 代表取締役 CEO】
福吉 敬【サッポロビール ビール＆RTD 事業部 シニア メディア プランニング マネージャー】
福光 太一郎【福光屋 専務取締役】
藤原 彰二【出前館 取締役/COO】
藤田 岳志【ADK マーケティング・ソリューションズ alphabox マネージングディレクター】
藤本 あゆみ【Plug and Play Japan 執行役員 CMO】
藤原 義昭【ユナイテッドアローズ DX 推進センター CDO】
猿渡 歩【アンカー・ジャパン 代表取締役 CEO】
遠藤 友己【LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン・ジャパン ヘッドオブデジタル】
江草 香苗【電通デジタル エクスペリエンス部門 ソーシャルメディア事業部 チーフクリエーティブプランナ
ー】
江田 達哉【LINE 広告・法人事業本部 OMO 販促事業推進室 室長】
長 勇樹【パルコデジタルマーケティング 担当部長】
浅沼 威行【ライオン商事 副主任】
有益 伸一【電通デジタル マネージャー】

青山 友樹【アイレップ ストラテジックプランニング Div. マネージャー】
粟生 万琴【LEO 代表取締役】
安藤 元博【博報堂 DY ホールディングス 常務執行役員】
安藤 彩子【パルコ デジタル推進部 業務部長】
アンダーソン ジョン【Amazon Japan Head of Twitch Advertising Sales】
相田 昭一【丸井グループ 執行役員 CDO】
◆メインステージスピーカー◆
笹本 裕【Twitter Inc., JAPAC, Twitter Client Solutions 事業担当副社長 兼 Twitter Japan 代表取締役】
片木 康行【ADK ホールディングス 執行役員グローバル事業センター長】
白田 健彦【ADK マーケティング・ソリューションズ 事業役員エクスペリエンス・デザインセンター長】
山口 朋子【ADK マーケティング・ソリューションズ 関西ネットワーク本部長 兼 関西支社長】
桜井 一宏【旭酒造 代表取締役社長】
古川 裕也【SIW エグゼクティヴフェロー / 電通 シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショナル/エ
グゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター】
金山 淳吾【SIW エグゼクティブプロデューサー / 渋谷観光協会 代表理事】
成田 達治【内閣官房 デジタル市場競争本部事務局 次長】
阿部 和子【グーグル パートナーシップ事業開発本部 執行役員】
新澤 明男【CARTA HOLDINGS 代表取締役社長】
小出 誠【日本アドバタイザーズ協会 常務理事】
中村 洋基【PARTY Creative Director / Founder】
斎藤 太郎【ドフ コミュニケーションデザイナー / 代表】
安田 裕美子【電通デジタル ビジネストランスフォーメーション部門 部門長】
川口 あい【NewsPicks Studios Business Growth Team Senior Editor】
ジョナサン ルイス【Twitter Inc. 広告プロダクトマネジメント シニアディレクター】
イリヤ ブラウン【Twitter Inc. コンシューマープロダクト ヴァイスプレジデント】
松山 歩【Twitter Japan 執行役員 広告事業本部長】
山名 敏雄【日本航空 広報部 Web コミュニケーショングループ長】
石田 徹郎【KPI ソリューションズ 代表取締役 兼 CEO】
井上 裕美【日本アイ・ビー・エムデジタルサービス 代表取締役社長】
薄井 シンシア【LOF Hotel Management カントリーマネージャー】
流郷 綾乃【スパイスファクトリー 取締役 CSO】
◆プレゼンテーションステージ◆
廣川 侑【Yext セールスエンジニアリング部セールスエンジニア】
秋葉 知久【RevX powered by affle Business Director, Japan】
細川 和紀【カゴメ 営業本部 営業推進部 デジタルマーケティング G】
小山 貴弘【パーソルホールディングス P&M 本部 カスタマー企画統括部】
廣澤 祐【花王 DX 戦略推進センター DX デザイン部 戦略企画室】
山崎 友敬【マップボックス・ジャパン】
冨田 崚平【読売広告社 デジタルコミュニケーションデザイナー】
𠮷川 達郎【Talkwalker セールスディレクター】

坂本 達夫【MOLOCO 日本事業責任者】
小河 貴裕【ロイヤリティ マーケティング 営業統括グループ マーケティングプロダクト部 部長】
徳田 祐希【世界へ ボカン 代表取締役社長】
高橋 クロエ【Cosme Hunt Japan CEO】
渡部 瑛理果【Pivot Tokyo セールスマネジャー】
■ このリリースに関するお問い合わせ先
ad:tech tokyo 事務局
Comexposium Japan 株式会社
担当：林、中澤

adtech@comexposium-jp.com
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