PRESS RELEASE
報道関係各位

2019年11⽉14⽇
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

【全公式スピーカー発表】総勢266名の現役トップマーケター
が「ad:tech tokyo 2019」に集結
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、
代表取締役社⻑： 古市 優⼦）は、2019年11⽉27⽇（⽔）、28⽇（⽊）の2⽇間、東京国際フォーラムで⾏う、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）2019」の全公式スピーカー266
名が決定したことを発表致します。

アドテック東京2019には、⽶国・ヨーロッパ・アジアから、そして⽇本からも、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ッターが登壇します。
様々なフィールドで成功する彼らが、グローバルマーケットで勝ち抜くための戦略や、成⻑を続けるデジタルマーケティ
ングの現在とこれからについて語ります。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の聴講にご来
場ください！

開催概要
ad:tech tokyo 2019
⽇ 時：2019年11⽉27⽇（⽔）〜28⽇（⽊）
会 場：東京国際フォーラム 〒100-0005 東京都千代⽥区丸の内３丁⽬５１
予想来場者：1.5万⼈
プログラムの詳細はこちら＞＞ http://www.adtech-tokyo.com/ja/program/
パスのお申込みはこちら＞＞ http://adtech-tokyo.com/ja/pricing/

【登壇者⼀覧】
◆キーノート＆特別講演◆
セリーヌ デルジェネス（adidas AG）
真鍋 ⼤度（Rhizomatiks Research）
⼭⼝ 有紀⼦（パナソニック株式会社）
⽮嶋 弘毅（博報堂DYメディアパートナーズ）
⼩出 誠

（資⽣堂ジャパン株式会社）

宮澤 弦（ヤフー株式会社）
鈴⽊ 瑛（TikTok Ads Japan）

バーソロミュー・ブック
景井 ひな
きょんぺい
ペドロ・ ポルト（Twitter Next, Latin America and APAC）
橋本 昇平（Twitter Next Japan）
ジェン ウィリー（Wet Cement）
⼭崎 徳之（ZETA株式会社）
デニス バッカイム（IAB Tech Lab）
井上 ⼤輔（ヤフー株式会社）
◆公式スピーカー◆
安島 博之（博報堂DYメディアパートナーズ）
味澤 将宏（Twitter Japan株式会社）
明⽯ ガクト（ワンメディア株式会社）
安藤 尚⼈（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマーカンパニー）
⻘⽊ 耕平（株式会社クラシコム）
有益 伸⼀（株式会社電通デジタル）
有⽥ 浩之（株式会社NTTドコモ）
浅沼 威⾏（ライオン株式会社）
阿曾 忍（ライオン株式会社）
Iwonka Bancerek（My Little Box）
千葉 ⼤樹（⽇本アイ・ビー・エム株式会社）
クロフォード ジェフ（Zo Digital Japan）
クロスビー タラ（Crimtan）
⼟井 理輝（楽天証券株式会社）
ジアロフスキ エドワード（Sprinklr, Inc.）
江端 浩⼈（江端浩⼈事務所

）

猿渡 歩（アンカー・ジャパン株式会社）
榎本 佳代（株式会社オプト）
榎本 ⼆郎（株式会社Zero-Ten）
江藤 圭太郎（株式会社

博報堂）

藤原 義昭（株式会社コメ兵）
藤平 ⼤輔（ソフトバンク株式会社）
藤⽥ 誠（INCLUSIVE株式会社）
藤原 彰⼆（LINE株式会社）
深澤 美奈（株式会社電通）
福間 昌⼤（テテマーチ株式会社）
福吉 敬（サッポロビール株式会社）
古川 裕也（株式会社 電通）
⽻⽚ ⼀⼈（株式会社サイバーエージェント）
濱野 智成（株式会社トレンドExpress）
⻑⾕川 恭平（株式会社博報堂）
橋本 好真（ソニーマーケティング株式会社）
橋⽖ 万紀（⽇本オラクル株式会社）
林 裕幸（株式会社横浜DeNAベイスターズ）
林 宣多（AppLovin株式会社）
⽇⾼ 由⾹⼦（プロクター･アンド･ギャンブル･ジャパン株式会社）
平⽥ 祐介（Repro株式会社）
廣澤 祐（花王）
本⽥ 哲也（株式会社本⽥事務所）

堀 宏史（株式会社

博報堂）

射場 瞬（株式会社ＩＢＡカンパニー）
市橋 邦弘（株式会社フェリシモ）
井出 瑞樹（エステー株式会社）
池⽥ 昂平（TBWA¥HAKUHODO）
池城 安雲（アンファー株式会社）
今井 良樹（リノベる株式会社）
今⻄ 陽介（株式会社ディー・エヌ・エー）
稲積 ⼤輔（アース製薬株式会社）
井上 喬裕（博報堂DYメディアパートナーズ）
砂⾦ 信⼀郎（LINE株式会社）
伊勢 亜祐⼦（株式会社電通デジタル）
⽯橋 尚也（UUUM株式会社）
⽯橋 昌⽂（ネスレ⽇本株式会社）
⽯⼾ 亮（デートラマ（セールスフォース・ドットコム））
⽯⿊ 不⼆代（ネットイヤーグループ株式会社）
⽯井 ⿓（ノースショア株式会社）
⽯井 宏司（株式会社ミクシィ）
⽯⾕ 桂⼦（UCC上島珈琲株式会社）
⽯渡 佑⽮（株式会社ストライプインターナショナル）
磯⽥ 敬太郎（株式会社電通デジタル）
伊藤 真⼈（株式会社セガゲームス）
伊東 正明（株式会社吉野家）
伊藤 かつら（⽇本マイクロソフト株式会社）
伊藤 翔哉（株式会社I-ne）
岩佐 数⾳（株式会社博報堂）
岩⽥ 慎⼀（LINE Financial株式会社）
伊沢 拓司（株式会社QuizKnock）
猪塚 武

（キリロム⼯科⼤学）

⿅⽑ 康司（エステー株式会社）
⻲井 昭宏（トランスコスモス株式会社）
神本 侑季（N.Avenue株式会社）
⾦城 茜

（株式会社電通デジタル）

閑歳 孝⼦（株式会社 Zaim）
笠井 北⽃（クロスワーク株式会社）
⽚⼭ 智弘（株式会社電通）
加藤 美侑（キリンホールディングス株式会社）
加藤 英也（株式会社Legoliss）
加藤 勇志郎（キャディ株式会社）
河⽥ 紗弥（株式会社電通デジタル）
川上 皓平（⽇本テレビ放送網株式会社）
川名 周（⽇本広告審査機構

/

博報堂）

河⻄ 紀明（合同会社DMM.com）
川崎 裕⼀（スマートニュース株式会社）
川添 隆（株式会社ビジョナリーホールディングス（メガネスーパー））
⻲卦川 篤（凸版印刷株式会社）
⽊本 亜希（LINE株式会社）
⽊下 優⼦（株式会社ラバブルマーケティンググループ）
吉柳 さおり（ベクトルグループ）
岸本 拓磨（⽇本アイ・ビー・エム株式会社）

⽊藤 正太（株式会社オープンハウス）
清川 忠康（オーマイグラス株式会社）
⼩林 篤史（株式会社デジタルガレージ）
⼩林 浩輔（CCCマーケティング株式会社）
兒嶋 仁視（サンスター株式会社）
⼩巻 亜⽮（株式会社サンリオエンターテイメント）
近藤 洋司（株式会社Gunosy）
紺野 俊介（楽天株式会社）
⼩堺 吉樹（ネスレ⽇本株式会社）
向坂 真⼸（株式会社サイバーエージェント）
⼩和⽥ みどり（ライオン株式会社）
久保 裕丈（株式会社クラス）
⼯藤 拓真（株式会社電通）
クルシュレーシュタ ヴィハーグ（Guinness World Records Japan 株式会社）
倉富⼆ 達広（Procter & Gamble）
倉橋 美佳（株式会社ペンシル）
栗⽥ 宏美（株式会社クレディセゾン）
⿊上 洋甫（Ströer Precision X GmbH）
久志 尚太郎（NEW STANDARD株式会社）
久富 詩織（パナソニック株式会社）
久川 桃⼦（株式会社ニューズピックス）
リュウ シーチャウ（株式会社フォリオ）
⾺渕 邦美（PwC ジャパン）
前⽥ 哲彦（ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社）
前川 彩⾹（株式会社 LIFE CREATE）
眞鍋 尚⾏（株式会社電通）
丸⼭ 沙織（株式会社アイレップ）
増⽥ 健⼆（パナソニック株式会社）
松橋 萌⾳（株式会社サイバーエージェント）
松井 浩太郎（株式会社電通）
松本 順（株式会社マッキャンエリクソン）
松尾 慎治（株式会社リクルートマーケティングパートナーズ）
松崎 亮（マイティハイブ）
三⽊ 佑太（株式会社サイバー・バズ）
ミラーナ イレーネ（株式会社 Mizkan Holdings（株式会社 ZENB JAPAN））
ミン スン（Appier Inc.）
箕輪 厚介（株式会社幻冬舎）
三浦 崇宏（The Breakthrough Company GO）
宮本 淳（ニールセン デジタル株式会社）
⽔野 裕哉（株式会社bolome）
⽔溜 弥希（株式会社朝⽇広告社）
森 雄⼀郎（株式会社FABRIC TOKYO）
森本 祐吏（KDDI株式会社）
森下 明（株式会社ブシロード）
向井 俊介（アップアニージャパン株式会社）
村岡 慎太郎（ネスレ⽇本株式会社）
村岡 弥真⼈（アライドアーキテクツ株式会社）
武藤 崇雄（C Channel 株式会社）
⻑瀬 次英（株式会社BORDERS at BALCONY /有限会社 柴⽥陽⼦事務所）
内藤 貴仁（株式会社サイバーエージェント）

中川 浩史（株式会社 博報堂）
中橋 敦（株式会社サイバーエージェント）
中嶋 ⽂彦（株式会社 電通）
中村 淳⼀（Facebook Japan）
中村 朝紗⼦（株式会社Morning Labo）
中村 茜（ヤフー株式会社）
中⻄ 遼（株式会社ストライプインターナショナル）
中野 琢（株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）
中⽥ ⼤樹（株式会社サイバーブル）
中津 久美⼦（株式会社電通デジタル）
⽣井 秀⼀（花王株式会社）
成⽥ 敬（アマゾンジャパン合同会社）
鳴海 拓也（株式会社5）
ナボン エラン（GeoEdge）
蜷川 新治郎（株式会社テレビ東京コミュニケーションズ）
⻄井 敏恭（オイシックス・ラ・⼤地株式会社）
⻄牧 喜紀（株式会社朝⽇広告社）
⻄⾕ ⼤蔵（SCデジタルメディア株式会社）
のが
野⼝ ⻯司（株式会社ZOZOテクノロジーズ / 株式会社アラタナ）
野⼝ 真史（株式会社LIFULL）
野宮 弘⼦（株式会社電通デジタル）
野村 智寿（株式会社サイバーエージェント）
野屋敷 健太（株式会社AJA）
⼤岩 佐和⼦（⽇本経済新聞社）
岡部 泰⼦（株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン）
岡⽥ 健太郎（株式会社電通デジタル）
岡安 萌美（トランスコスモス株式会社）
奥⾕ 孝司（オイシックス・ラ・⼤地株式会社）
⼤類 知樹（株式会社ONESTORY）
⼤澤 あつみ（トヨタ⾃動⾞株式会社）
オス シモン（Yamaha Corporation）
太⽥ 郁⼦（博報堂ケトル）
⾳部 ⼤輔（株式会社 クー・マーケティング・カンパニー）
⼤塚 雄介（コインチェック株式会社）
⼩澤 隆⽣（ヤフー株式会社）
ランダ オディー（Gushcloud International）
ラタイチャック ヤコブ（RTB House Japan株式会社）
⻫藤 正賢（株式会社イオンフォレスト）
齋藤 貴⽣（クックパッド株式会社）
坂本 達夫（Smartly.io）
桜井 駿（株式会社デジタルベースキャピタル）
佐藤 俊介（トランスコスモス株式会社）
澤邊 芳明（株式会社ワントゥーテン）
関 晋弥（株式会社電通）
シタール マイク（株式会社プレイブレーン）
柴⽥ 陽⼦（有限会社柴⽥陽⼦事務所）
島本 久美⼦（ゲッティイメージズジャパン株式会社）
清⽔ 万由奈（株式会社アイレップ）
清⽔ 健（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス）

下河辺 さやこ（⼩学館）
⽩井 崇顕（チーターデジタル株式会社）
ソン レイ（IGAWorks Inc.）
須⽥ 和博（株式会社 博報堂）
菅 恭⼀（株式会社ベストインクラスプロデューサーズ）
菅野 祐介（東京カレンダー株式会社）
杉本 晃⼀（株式会社電通デジタル）
杉浦 健太（株式会社NewsTV）
杉浦 充（株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）
⽥部 正樹（ラクスル株式会社）
平 知⼰（株式会社アイレップ）
⾼橋 勝也（電通アイソバー株式会社）
⾼橋 千穂（株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）
髙橋 信⾏（博報堂DYメディアパートナーズ）
⾼橋 ⽂⼈（株式会社バルクオム）
⾼村(丸岩） 幸恵（アマゾンジャパン合同会社）
⾼柳 裕⾏（キリンビール株式会社）
武⽥ 明⼦（ヤフー株式会社）
武井 慎吾（合同会社DMM.com）
⽟井 雄⼤（株式会社テラスサイド）
⽟⽯ 和正（Septeni Japan 株式会社）
⽟⼿ 健志（アサヒビール株式会社）
⽥邊 慧⼦（Twitter Japan K.K.）
たなか
東條 周⼦（株式会社電通デジタル）
徳久 昭彦（デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社）
徳⼒ 基彦（アジャイルメディア・ネットワーク株式会社）
冨川 ⼋峰（株式会社フジテレビジョン）
冨⽥ 和成（株式会社ZUU）
冨⽥ 真吾（株式会社デジタルインテリジェンス）
友成 美由紀（株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）
友澤 ⼤輔（パーソルホールディングス）
辻本 光貴（花王株式会社）
塚原 健司
内⽥ 佳奈（ライオン株式会社）
内⼭ 尚幸（株式会社

NTTデータ）

植野 ⼤輔（株式会社ファミリーマート）
梅津 ⼸⼦（株式会社電通）
鵜ノ澤 直美（株式会社オプト）
碓氷 早⽮⼿（株式会社講談社）
元美容部員 和⽥さん。（合同会社Office W.）
渡辺 ⼤和（株式会社電通）
渡邉 桂⼦（株式会社ビーアイシーピー・データ）
渡辺 裕介（株式会社チョコレイト）
⼭⽥ 陸（株式会社AbemaTV）
⼭⼝ 武（インテグラルアドサイエンスジャパン株式会社）
⼭⼝ ⼤道（株式会社

⼤広）

⼭⼝ ⼤輔（株式会社サイバーエージェント）
⼭⼝ 周（株式会社ライプニッツ）
⼭本 佳司（UBS銀⾏

ウェルス・マネジメント本部）

⼭本 覚（データアーティスト株式会社）
⼭本 築（⽇本マイクロソフト株式会社）
⼭名 敏雄（⽇本航空株式会社）
⼭下 貴嗣（株式会社Bace）
⼭崎 佑介（スマートニュース株式会社）
楊 蘇瑞（株式会社博報堂）
叶 志松（テンセント）
⽶⽥ 恵美⼦（株式会社インサイト・ピークス）
吉本 百江（株式会社スマイルズ）
吉岡 素成（株式会社ダイエー）
柚⼭ 慶介（株式会社サイバーエージェント）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＊公式スピーカーは苗字アルファベット順で掲載。

お問合せ先
主催：コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
アドテック東京 事務局
担当：堀、林

adtech@comexposium-jp.com

〒106-0032 東京都港区六本⽊6-15-1けやき坂テラス601
TEL:03-5414-5430

当プレスリリースURL
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000013647.html
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社のプレスリリース⼀覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/13647

「アドテック東京」は世界のトップマーケターが集結するアジア最⼤のマーケティングカンファレス！業界の最新動向な
どここでしか聞けないアドテクノロジーに関する最新情報をぜひご取材下さい。
【お問合せ先】
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
アドテック東京 事務局
担当：堀、林
〒106-0032

adtech@comexposium-jp.com
東京都港区六本⽊6-15-1けやき坂テラス601

TEL:03-5414-5430

