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2021年 6月 7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 7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 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

神林 秀康 常務執行役員 兼 東洋インキ株式会

社 取締役副社長 営業担当 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 

村上 正 執行役員 購買担当 執行役員 グループ購買部長 

牛山 淳一郎 執行役員 関係会社連携窓口担当 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 

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 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

前田 浩之 顧問 兼 東洋インキ株式会社 顧問 

社長特命担当 

顧問 兼 東洋インキグラフィックス株

式会社 代表取締役社長 

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

発令日：2021年 6月 20日

氏 名 新役職 現役職 

髙木 新 － 顧問 

足立 直樹 － 非常勤顧問 

酒井 邦造 － 非常勤顧問 

4. 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 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

木村 康典 グループ購買部長 グループ購買部 
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5. 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 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

佐藤 伸一 技術本部長 色材技術本部長 

6. トーヨーカラー株式会社 機構改革

発令日：2021年 7月 1 日

・「色材技術本部」を廃止し、「技術本部」を新設する。

7. 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 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

荻原 正充 川越製造所 次長 兼 グローバル着色

生産管理部長 

川越製造所 グローバル着色生産管理部

長 

8. 東洋インキ株式会社 人事異動（部長級の異動）

発令日：2021年 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

椎橋 亮一 経営管理部長 経営本部 経営管理部長 

間 清二 品質保証部長 経営本部 品質保証部長 

石井 博之 マーケティング本部長 カスタマーサポート本部長

島田 健志郎 カスタマーサポート本部長 兼 色材技

術１部長 

カスタマーサポート本部 色材技術１部

長 

9. 東洋インキ株式会社 機構改革

発令日：2021年 7月 1 日

・「経営本部」を廃止する。

10. その他関係会社 人事異動発

令日：2021年 7月 1 日

氏 名 新役職 現役職 

浪瀬 靖志 東洋インキフィリピン株式会社 社長 東洋インキフィリピン株式会社 取締役 

山内 隆志 東洋プリンティングインクス株式会社 

会長 

東洋インキ株式会社 マーケティング本

部 パッケージ部長 

小野 由晴 東洋インキハンガリー有限責任会社 社

長 

トーヨーカラー株式会社 経営本部 国

際経営部 

以上 
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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 

 


