
 

 

平成 27年 11月 17日 

各 位 

会 社 名 ダイナパック株式会社 

代表者名 取締役社長  小嶋 厚 

（コード番号３９４７ 東証・名証第２部） 

問合せ先  経営企画室長 青木大篤 

（電話番号 052-971-2651） 

 

組織改編および人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 28年 1月 1日付にて、下記の通り、組織改編および人事異動を行ないますので、

お知らせいたします。 

記 

 １．組織改編 

   デジタルオンデマンド印刷事業化のため、営業本部にデジタル営業推進部を新設する。 

 

 ２．人事異動 

１）取締役、執行役員 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

小嶋  厚 取締役会長 代表取締役社長 

杉山 喜久雄 
代表取締役社長 

兼 開発本部長 

取締役常務執行役員 社長補佐 

兼 開発本部長 兼 資材調達分掌 

伊藤 紀彦 
取締役常務執行役員 

経営企画本部長 兼 総務部長 
取締役常務執行役員 経営企画本部長 

佐藤 広之 

取締役執行役員 

土岐ダイナパック株式会社 

代表取締役社長 

取締役執行役員 営業本部長 

山田 裕二 

常務執行役員 

多治見ダイナパック株式会社 代表取

締役社長 

兼 神原段ボール株式会社 代表取締役

社長 

常務執行役員 みよし事業所長 

河津 武雄 
執行役員 

経営企画本部 本部長付 
執行役員 福島事業所長 

水野 進 執行役員 生産本部 副本部長 執行役員 松本事業所長 



 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

草野 雅夫 
執行役員 経営企画本部 副本部長 

兼 経営企画室長 
執行役員 経営企画本部 経理部長 

古田 義也 
執行役員 

生産本部 品質保証・環境室長 
執行役員 生産本部 本部長補佐 

瀬戸川 晋一 執行役員 内部統制監査室長 執行役員 生産本部 物流部長 

野澤 政司 執行役員 営業本部長 
執行役員 

営業本部 副本部長 兼 営業企画部長 

 

２）所長、室部長 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

本間 恒彦 経営企画本部 本部長付 内部統制監査室長 

野口 仁志 営業本部 副本部長 兼 営業企画部長 みよし事業所 営業部長 

鈴木 賢司 
営業本部 営業第三部長 

兼 デジタル営業推進部長 
営業本部 営業第三部 部長代理 

田中 久雄 営業本部 営業第四部長 営業本部 本部長付部長 

伊木  薫 生産本部 物流部長 福島事業所 生産部 部長代理 

川瀬 公基 開発本部 関東 CSC 部長 開発本部 CSC 部長代理 

山邊 哲久 開発本部 中部 CSC 部長代理 開発本部 CSC中部 課長 

澤田 幸美 開発本部 製品開発部 部長代理 開発本部 本部長付 部長代理 

谷口 時徳 みよし事業所長 蟹江事業所長 

稲葉 健二 みよし事業所 生産部長  つくば事業所 生産部長 

白井 孝幸 みよし事業所 業務部 部長代理 蟹江事業所 生産部 業務課長 

岡戸 祥治 つくば事業所 業務部長 みよし事業所 生産部長 

石井  正 つくば事業所 生産部 部長代理 生産本部 生産技術部 部長代理 

中島 幸男 つくば事業所 生産部 部長代理 生産本部 本部長付 部長代理 



 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

丸山 浩司 静岡事業所 営業部 部長代理 静岡事業所 営業部 営業第二課長 

青木 大篤 福島事業所長 経営企画本部 経営企画室長 

原   茂 松本事業所長 経営企画本部 総務部長 

高島  満 松本事業所 営業部長  松本事業所 営業部 部長代理  

後藤 禎夫 蟹江事業所長 生産本部 品質保証・環境室長 

福村  健 蟹江事業所 生産部 部長代理 蟹江事業所 生産部 生産課長 

 

３）関連会社 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

小島 正巳 

宮城ダイナパック株式会社 代表取締

役社長 

兼 宇都宮ダイナパック株式会社 代

表取締役社長 

兼 沼津ダイナパック株式会社 代表

取締役社長 

土岐ダイナパック株式会社 

代表取締役社長 

 

 

以 上 


