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2020年 12月 11 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 髙島 悟、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、2021 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. 東洋インキ SC ホールディングス株式会社 人事異動（執行役員の担当職務変更） 

発令日：2021年 1月 1 日 

氏 名 新役職 現役職 

前田 浩之 常務執行役員 兼 東洋インキグラフ

ィックス株式会社 代表取締役社長 

常務執行役員 兼 東洋インキ株式会社 

取締役副社長 

田村 俊和 常務執行役員 兼 トーヨーカラー株

式会社 取締役 

常務執行役員 兼 トーヨーカラー株式

会社 取締役 兼 東洋ビジュアルソリ

ューションズ株式会社 代表取締役社長 

中村 隆裕 常務執行役員 兼 マツイカガク株式

会社 代表取締役社長 

常務執行役員 兼 トーヨーケム株式会

社 取締役副社長 

坂本 希 執行役員 兼 珠海東洋色材有限公司 

董事長 兼 天津東洋油墨有限公司 

董事長 兼 江蘇東洋仁欣顔料有限公

司 董事長 

執行役員 兼 トーヨーカラー株式会社 

取締役 

野口 広司 執行役員 兼  トーヨーカラー株式

会社 取締役 経営本部長 

執行役員 兼 トーヨーカラー株式会社 

取締役 経営部長 

牛山 淳一郎 執行役員 兼 東洋インキ株式会社 

執行役員 マーケティング本部長 

執行役員 兼 東洋インキ株式会社 執

行役員 機能材営業本部長 

中野 仁貴 執行役員 グループ情報システム部長 執行役員 兼 トーヨーケム株式会社 

執行役員 新システム営業推進部長 

吉田 浩太郎 執行役員 兼 トーヨーケム株式会社 

取締役 アドレビジネスユニット長 

執行役員 兼 トーヨーケム株式会社 

取締役 兼 東洋アドレ株式会社 代表

取締役社長 

西村 育哲 執行役員 兼 東洋ビジュアルソリュ

ーションズ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 兼 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 

 

安田 秀樹 執行役員 兼 東洋インキ株式会社 

執行役員 技術本部長 

執行役員 兼 東洋インキ株式会社 執

行役員 第二技術本部長 



News Release 
 
 
 
東洋インキ SC ホールディングス株式会社 グループ広報室 〒104-8377 東京都中央区京橋 2 丁目 2-1 京橋エドグラン  Tel: 03-3272-5720  Fax: 03-3272-9788 
Corporate Communication Dept., Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.  Kyobashi EDOGRAND Bldg., 2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8377 JAPAN 
Tel: +81-3-3272-5720  Fax: +81-3-3272-9788  URL: schd.toyoinkgroup.com  Mail: info@toyoinkgroup.com 

 

2. 東洋インキ SC ホールディングス株式会社 人事異動（顧問の担当職務変更） 

発令日：2021年 1月 1 日 

氏 名 新役職 現役職 

宮﨑 修次 顧問 兼 トーヨーカラー株式会社 顧

問 

珠海東洋色材有限公司 董事長 兼 天

津東洋油墨有限公司 董事長 兼 江蘇

東洋仁欣顔料有限公司 董事長 

加藤 賢 顧問 兼 トーヨーケム株式会社 顧

問 

顧問 兼 東洋アドレ株式会社 取締

役会長 

安藤 誠康 顧問 兼 トーヨーケム株式会社 取

締役副社長 

顧問 兼 トーヨーケム株式会社 取

締役 兼 東洋モートン株式会社 代

表取締役社長 

神林 秀康 顧問 兼 東洋インキ株式会社 取締

役副社長 

顧問 兼 東洋インキ（泰国）株式会社 

社長 

 

3. 東洋インキ SC ホールディングス株式会社 人事異動（部長級の異動） 

発令日：2021年 1月 1 日 

氏 名 新役職 現役職 

飯田 康男 生産・物流本部 化学物質管理室長 

 

生産・物流センター 品質保証・安全部 

池田 良平 Ｒ＆Ｄ本部 企画室長 グループテクノロジーセンター マテリ

アルサイエンスラボ所長 

秦野 望 Ｒ＆Ｄ本部 フロンティア研究所長 グループテクノロジーセンター 企画室

長 

菅野 真樹 Ｒ＆Ｄ本部 技術開発研究所長 グループテクノロジーセンター ポリマ

ーデザインラボ所長 

 

4. 東洋インキ SC ホールディングス株式会社 機構改革 

発令日：2021年 1月 1 日 

・「生産・物流センター」を「生産・物流本部」へ改称し、下部組織である「企画室」を「企画部」、「品

質保証・安全部」を「化学物質管理室」、「プロセスイノベーションラボ」を「生産技術研究所」へ改

称する。 

・「グループテクノロジーセンター」を「Ｒ＆Ｄ本部」へ改称し、下部組織である「解析技術ラボ」

を「解析技術研究所」に改称する。また、「イノベーションラボ」、「マテリアルサイエンスラボ」、

「ポリマーデザインラボ」を廃止し、「技術開発研究所」と「フロンティア研究所」に再編する。 
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5. トーヨーカラー株式会社 人事異動（取締役の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

坂本 希 珠海東洋色材有限公司 董事長 兼 

天津東洋油墨有限公司 董事長 兼 

江蘇東洋仁欣顔料有限公司 董事長 

兼 東洋インキＳＣホールディングス

株式会社 執行役員 

取締役 兼 東洋インキＳＣホールディ

ングス株式会社 執行役員

6. トーヨーカラー株式会社 人事異動（取締役の担当職務の変更）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

野口 広司 取締役 経営本部長 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 経営部長 兼 東洋インキＳＣ

ホールディングス株式会社 執行役員

7. トーヨーカラー株式会社 人事異動（部長級の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

山下 和也 インクジェット営業部長 東洋インキヨーロッパスペシャリティケ

ミカルズ株式会社

矢内 宏幸 先端材料研究所長 東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 グループテクノロジーセンター イ

ノベーションラボ所長

佐藤 伸一 色材技術本部長 東洋インキ株式会社 第一技術本部長 

8. トーヨーカラー株式会社 機構改革

発令日：2021年 1月 1 日

・「経営本部」を新設する。

・東洋インキ株式会社の機能材営業本部ＤＭＳ営業部の機能を移管し、「インクジェット営業部」

を新設する。

・「先端材料研究所」を新設する。 

・「色材技術本部」を新設する。 

9. トーヨーケム株式会社 人事異動（取締役の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

中村 隆裕 マツイカガク株式会社 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 

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
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10. トーヨーケム株式会社 人事異動（取締役の役職および担当職務の変更）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

安藤 誠康 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 顧問

取締役 兼 東洋モートン株式会社 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

吉田 浩太郎 取締役 アドレビジネスユニット長 兼 

東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 執行役員 

取締役 兼 東洋アドレ株式会社 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 執行役員 

11. トーヨーケム株式会社 人事異動（部長級の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

足立 雅史 国際経営部長 国際経営部 

塩野 健司 情報・通信材営業本部長 第一技術本部長 

小清水 渉 ポリマー材料研究所長 第二技術本部 樹脂技術部長 

有吉 泰 技術本部長 第二技術本部長 

12. トーヨーケム株式会社 機構改革

発令日：2021年 1月 1 日

・東洋アドレ株式会社との合併に伴い、「経営本部」、「アドレビジネスユニット」を新設する。

・「エレクトロニクス営業本部」、「新システム営業推進部」を廃止し、「情報・通信材営業本部」に  

再編する。 

・「ポリマー材料研究所」を新設する。 

・「第一技術本部」と「第二技術本部」を統合し、「技術本部」に再編する。 

13. 東洋インキ株式会社 人事異動（取締役の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

神林 秀康 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 顧問 

東洋インキ（泰国）株式会社 社長 兼 

東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 顧問 

前田 浩之 東洋インキグラフィックス株式会社 

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 

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
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14. 東洋インキ株式会社 人事異動（執行役員の担当職務の変更）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

牛山 淳一郎 執行役員 マーケティング本部長 兼 

東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 執行役員 

執行役員 機能材営業本部長 兼 東洋

インキＳＣホールディングス株式会社

執行役員 

安田 秀樹 執行役員 技術本部長 兼 東洋インキ

ＳＣホールディングス株式会社 執行役

員 

執行役員 第二技術本部長 兼 東洋イ

ンキＳＣホールディングス株式会社 執

行役員 

15. 東洋インキ株式会社 人事異動（部長級の異動）

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

西風 新吾 トッパングループ営業本部長 東洋インキブラジル有限会社 社長 

鈴木 美子 機能材開発研究所長 東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 グループテクノロジーセンター ポ

リマーデザインラボ

16. 東洋インキ株式会社 機構改革

発令日：2021年 1月 1 日

・「グローバルビジネス本部」と「機能材営業本部」を統合し、「マーケティング本部」を新設する。

・「インキ営業本部」を廃止し、その機能を東洋インキグラフィックス株式会社へ移管する。

・「機能材開発研究所」を新設する。

・「第一技術本部」と「第二技術本部」を統合し、「技術本部」に再編する。

17. その他関係会社の人事異動

発令日：2021年 1月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

中村 隆裕 マツイカガク株式会社 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 

トーヨーケム株式会社 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 

西村 育哲 東洋ビジュアルソリューションズ株式会

社 代表取締役社長 兼 東洋インキＳ

Ｃホールディングス株式会社 執行役員 

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 兼 東洋インキＳＣ

ホールディングス株式会社 執行役員

直井 勲 東洋インキエンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 

東洋インキエンジニアリング株式会社 

取締役 第 1事業部 エンジニアリング部

長 
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小林 雄一 東洋モートン株式会社 代表取締役社長 

兼 国際経営本部長 

東洋モートン株式会社 常務取締役 国

際経営本部長 

亀岡 功良 東洋インキブラジル有限会社 社長 東洋インキ株式会社 機能材営業本部 

ＤＭＳ営業部長 

御子柴 淳 東洋インキ（泰国）株式会社 社長 トーヨーケム株式会社 エレクトロニク

ス営業本部長

今村 剛 東洋インキインドネシア株式会社 社長 東洋インキＳＣホールディングス株式会

社 グループ総務部 秘書グループリー

ダー 

古知屋 建悟 東洋油墨亞洲有限公司 総経理 深圳東洋油墨有限公司 

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 


