
 

 

平成 28年 11月 15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 杉山 喜久雄 

（コード番号３９４７ 東証・名証第２部） 

問合せ先  執行役員経営企画室長 草野雅夫 

（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 29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 

新規事業の推進、印刷紙器販売強化のため、営業本部内に営業開発部を新設する。 

 

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 

杉山 喜久雄 代表取締役社長 代表取締役社長 兼 開発本部長 

齊藤 光次 
代表取締役副社長  

兼 海外事業本部長 
代表取締役副社長 海外事業管掌 

森永 敏昭 取締役専務執行役員 社長補佐 
取締役専務執行役員  

海外事業本部長 

伊藤 紀彦 取締役常務執行役員 経営企画担当 
取締役常務執行役員  

経営企画本部長 兼 総務部長 

大山 英男 
取締役執行役員 生産本部長  

兼 品質保証・環境室長 
取締役執行役員 生産本部長 

野澤 政司 
取締役執行役員  営業本部長  

兼 営業第一部長 兼 営業第三部長 
取締役執行役員 営業本部長 

草野 雅夫 
執行役員 経営企画本部長  

兼 経営企画室長 兼 総務部長 

執行役員 経営企画本部 副本部長  

兼 経営企画室長 

石黒 正之 
執行役員 営業本部 副本部長  

兼 営業開発部長 
執行役員 営業本部 副本部長 

上村 寛 
執行役員 開発本部長  

兼 関東ＣＳＣ部長 
執行役員 川越事業所長 兼 総務課長 

２) 顧問 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

古田 義也 常勤顧問 生産本部長 補佐 
常勤顧問  

生産本部 品質保証・環境室長 

 

 



３) 所長、室部長 

氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

川瀬 公基 
開発本部 関東ＣＳＣ  

デジタル印刷開発担当部長 
開発本部 関東ＣＳＣ部長 

下山 公章 開発本部 松本ＣＳＣ 部長代理 開発本部 松本ＣＳＣ 課長 

加藤 健 生産本部 生産管理部 部長代理 生産本部 物流部 部長代理 

田中 久雄 
営業本部 営業開発部 

セールスプロモーショングループ部長 
営業本部 営業第四部長 

鈴木 賢司 
営業本部 営業開発部  

デジタル営業グループ 部長 

営業本部 営業第三部長  

兼 デジタル営業推進部長 

市橋 秀政 
営業本部 営業開発部  

紙器営業グループ 部長代理 
つくば事業所 営業部 営業第二課長 

出口 剛士 営業本部 営業企画部長 
営業本部 営業第二部 部長代理  

兼 営業企画部 部長代理 

成川 敏博 営業本部 営業第二部 部長代理 
営業本部 営業第二部  

営業グループ課長 

川瀬 俊瑞 
海外事業本部  

フィリピン新会社設立準備室長 
営業本部 営業第一部長 

加藤 文健 みよし事業所 営業部長 みよし事業所 営業部 部長代理 

塚本 將貴 
みよし事業所 営業部 部長代理  

兼 営業第一課長 
みよし事業所 営業部 営業第一課長 

犬塚 和利 
みよし事業所 生産部 部長代理  

兼 生産第一課長 

みよし事業所 生産部 部長代理  

兼 生産第一課長 兼 生産第三課長 

奥田 浩 つくば事業所 副事業所長 
泰納包装（蘇州）有限公司出向  

董事長 兼 総経理 

江口 広明 つくば事業所 営業部長 静岡事業所 営業部長 

石井 正 
つくば事業所 生産部 部長代理  

兼 施設課長 
つくば事業所 生産部 部長代理 

三浦 和雄 
川越事業所長 兼 生産部長  

兼 品質管理課長 
福島事業所 生産部長 兼 施設課長 

甲賀 弘 川越事業所 営業部長 
宇都宮ダイナパック株式会社出向  

代表取締役常務 営業部長 兼 総務課長 

松浦 敏雄 川越事業所 業務部長 
川越事業所 生産部 部長代理  

兼 施設課長 

丸山 浩司 静岡事業所 営業部 部長代理 
静岡事業所 営業部 部長代理  

兼 営業第二課長 

松下 浩章 
静岡事業所 生産部 部長代理  

兼 生産第一課長 兼 業務課長 
静岡事業所 生産部 部長代理 

蟹江 与紀 
福島事業所 営業部 部長代理  

兼 営業第二課長 
福島事業所 営業部 営業第二課長 

小島 康広 
福島事業所 生産部 部長代理  

兼 施設課長 

土岐ダイナパック株式会社出向  

生産部 生産第一課長 

原 茂 松本事業所長 兼 品質管理課長 
松本事業所長 兼 生産部長 

兼 品質管理課長 

野田 幸宣 
松本事業所 生産部 部長代理  

兼 施設課長 
松本事業所 生産部 生産課長 

福村 健 
蟹江事業所 生産部 部長代理  

兼 生産第二課長 兼 施設課長 

蟹江事業所 生産部 部長代理  

兼 生産課長 兼 施設課長 

 



氏 名 新所属・役職 旧所属・役職 

加藤 浩二 
泰納包装（蘇州）有限公司出向  

董事長 兼 総経理 

つくば事業所 営業部長  

兼 営業第一課長 

福村 仁志 
土岐ダイナパック株式会社出向  

営業部長 兼 企画設計グループ課長 

土岐ダイナパック株式会社出向  

営業部長 

石川 裕高 
神原段ボール株式会社出向  

代表取締役常務 工場長 
神原段ボール株式会社出向 工場長  

小原 裕己 
宇都宮ダイナパック株式会社出向  

代表取締役常務 営業部長 兼 総務課長 
川越事業所 営業部長 

中島 幸男 
宇都宮ダイナパック株式会社出向  

生産部長 兼 業務課長 

つくば事業所 生産部 部長代理  

兼 生産第二課長 兼 施設課長 

山田 一芳 
沼津ダイナパック株式会社出向  

代表取締役常務 
静岡事業所 営業部 営業第一課長 

鈴木 克美 クラウン紙工業株式会社出向 営業部長 つくば事業所 営業部 専任部長 

以上。 


