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2019年 11月 27 日 

 

東洋インキ SCホールディングス株式会社 

 

機構改革および人事異動のお知らせ 

 

東洋インキ SC ホールディングス株式会社（代表取締役社長 北川 克己、東京都中央区）ならびに東洋イ

ンキグループのグループ各社は、2019年 12月 1日付および 2020 年 1月 1日付で以下の機構改革および人事

異動を実施する。 

 

記 

 

1. 機構改革（2020 年 1月 1日付） 

【東洋インキＳＣホールディングス株式会社】 

 生産・物流センター傘下の企画室およびリスクマネジメント推進部を再編し、企画室、環境・ＳＣ

Ｍ推進室、品質保証・安全部とする。 

【トーヨーカラー株式会社】 

 顔料分散技術部を新設する。 

 

 

2. 人事異動（発令日：2019年 12 月 1 日） 

【東洋インキグラフィックス西日本株式会社】 

氏 名 新役職 現役職 

楠井 利康 代表取締役社長 東洋インキ株式会社 関西支社 管理部

長 

 

3. 人事異動（発令日：2020年 1 月 1 日） 

【東洋インキ SCホールディングス株式会社】 

氏 名 新役職 現役職 

髙木 新 顧問（アグリ・天然材料プロジェクト担当） 東洋ビーネット株式会社 代表取締役社

長 兼 東洋インキＳＣホールディング

ス株式会社 顧問 

浅見 政彦 生産・物流センター 企画室長 生産・物流センター リスクマネジメント

推進部長 

阿部 卓暁 生産・物流センター 環境・ＳＣＭ推進室

長 

生産・物流センター 企画室 

内田 雅裕 生産・物流センター 品質保証・安全部長 生産・物流センター 企画室長 
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有島 真史 グループテクノロジーセンター センタ

ー長 

トーヨーケム株式会社 新システム営業

推進部長 

 

【トーヨーカラー株式会社】 

氏 名 新役職 現役職 

大井 聡 執行役員 機能材料営業部長 兼 機能

分散技術２部長 兼 東洋インキＳＣホ

ールディングス株式会社 執行役員 

執行役員 機能材料営業部長 兼 東洋

インキＳＣホールディングス株式会社 

執行役員 

木戸 清高 顧問 東洋インキ九州株式会社 代表取締役社

長 

重森 一範 研究部長 研究部 第３グループリーダー 

真木 伸一郎 顔料技術部長 研究部長 

板橋 正志 顔料分散技術部長 社長付 

鈴木 淳一 着色技術部長 東洋インキ（泰国）株式会社 

佐藤 貴志 富士製造所 次長 富士製造所 顔料生産部長 

安保 昌樹 岡山工場長 珠海東洋色材有限公司 

 

 

【トーヨーケム株式会社】 

氏 名 新役職 現役職 

中野 仁貴 執行役員 新システム営業推進部長 兼 

東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 執行役員 

東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 執行役員 グループテクノロジーセ

ンター センター長 

吉岡 淳一 川越製造所 次長 トーヨーカラー株式会社 岡山工場長 

 

 

【東洋インキ株式会社】 

氏 名 新役職 現役職 

山﨑 克己 顧問 兼 東洋インキＳＣホールディン

グス株式会社 顧問 

取締役会長 兼 東洋インキＳＣホール

ディングス株式会社 顧問 

芹澤 登史也 取締役 中部支社長 兼 東洋インキＳ

Ｃホールディングス株式会社 執行役員 

取締役 インキ営業本部長 兼 東洋イ

ンキＳＣホールディングス株式会社 執

行役員 

谷口 雄一郎 インキ営業本部長 インキ営業本部 営業１部長 

近藤 雅彦 トッパングループ営業本部長 トッパングループ営業本部 副本部長 
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【その他関係会社】 

氏 名 新役職 現役職 

御子柴 武 東洋ビーネット株式会社 代表取締役社

長 兼 東洋インキＳＣホールディング

ス株式会社 常務執行役員 

東洋ビーネット株式会社 取締役副社長 

兼 東洋インキＳＣホールディングス株

式会社 常務執行役員 

田中 欣久 ロジコネット株式会社 代表取締役社長 

兼 東洋インキＳＣホールディングス株

式会社 常務執行役員 

東洋インキ株式会社 取締役 中部支社

長 兼 東洋インキＳＣホールディング

ス株式会社 常務執行役員 

笹島 衛 東洋ＳＣトレーディング株式会社 取締

役会長 

東洋ＳＣトレーディング株式会社 代表

取締役社長 

松本 浩幸 東洋ＳＣトレーディング株式会社 代表

取締役社長 

東洋ＳＣトレーディング株式会社 常務

取締役 貿易部長 

輪島 耕介 東洋インキ北海道株式会社 代表取締役

社長 

東洋インキ株式会社 関西支社 京都営

業部長 

古林 靖夫 東洋インキ九州株式会社 代表取締役社

長 

東洋ビジュアルソリューションズ株式会

社 取締役副社長 

 

 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ 

東京都中央区京橋二丁目 2番 1号 

東洋インキ SCホールディングス株式会社 

執行役員 グループ総務部長 加野 雅之 

TEL: 03-3272-5731 

 


