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                                        2021年3月18日 
 

各  位 

 

     会 社 名 竹 田 印 刷 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長     木全 幸治 

（コード番号 7875 東証第二部・名証第二部） 

問合せ先 取締役経営統括本部長  細野 浩之 

TEL (052) 871-6351 
 

 

組 織 変 更 な ら び に 人 事 異 動 の お 知 ら せ  

 

 当社は、2021 年 4 月 1 日付をもって下記のとおり組織変更ならびに人事異動をおこないま

すので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更 

１）本社、経営統括本部 

・関西管理部を廃止する。 

２）中部事業部 

・品質技術部を廃止し、印刷製造本部の直下に品質技術課を置く。 

３）関東事業部 

・品質技術部をプロダクトサービス部内へ移設し、品質技術課とする。 

４）関西事業部 

・営業第３部を廃止する。 

５）ファインプロセス事業部 

・ＦＰ技術部を廃止し、開発技術関連機能を半導体関連共同開発研究部、生産技術関連機能をＦＰ品質技術

部へ各々移管する。 

６）ソリューション本部 

・ワンストップロジ部をワンストップサービス部とする。 

 

２．人事異動 

1）本社、経営統括本部、成長戦略本部 

（部長・副部長） 

氏 名    E 新職 旧職 

石浜 清彦 経営統括本部 経営企画部長 経営統括本部 経営企画部 副部長 

横粂 佳代子 経営統括本部 人事部 副部長 経営統括本部 人事部 人材開発課長 

深瀬 康太 成長戦略本部 半導体関連共同研究開発部 

副部長 
ファインプロセス事業部 ＦＰ技術部 
副部長 

角田 隆 成長戦略本部 海外営業部 担当副部長 事業開発本部 海外営業部 担当副部長 
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（出向者） 

A氏 名    E 新職 旧職 

髙橋 一雄 
上海竹田包装印務技術有限公司 出向 
＜上席執行役員 成長戦略本部 
海外営業部長 兼務＞ 

上海竹田包装印務技術有限公司 出向 
＜上席執行役員 事業開発本部 
海外営業部長 兼務＞ 

 

2）中部事業部 

（営業本部 部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

酒井 遵 営業本部 営業第３部 副部長 営業本部 営業第３部 １課長 

鈴木 克彦 営業本部 販売促進部 副部長 営業本部 販売促進部 特販課長 

 

（印刷製造本部 部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

飯塚 洋史 印刷製造本部長 兼 プリプレス部長 印刷製造本部付 部長 兼 プリプレス部長 

野山 誠也 印刷製造本部 プロダクト・ 
コミュニケーション部 副部長 

印刷製造本部 プロダクト・ 
コミュニケーション部 営業推進２課長 

大脇 健司 印刷製造本部 印刷部 副部長 印刷製造本部 印刷部 枚葉課長 

榊原 俊幸 印刷製造本部 プロダクト・ 
コミュニケーション部 担当副部長 営業本部 販売促進部 副部長 

 
3）関東事業部 

（執行役員） 

A氏 名    E 新職 旧職 

中林 和之 執行役員 製造本部 副本部長 兼 
営業本部 業務営業部管掌 

執行役員 製造本部 副本部長 兼 
プロダクトサービス部長 兼 営業本部 
業務営業部長 

 

（営業本部 部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

神谷 真彦 営業本部 営業第１部長 営業本部 営業第２部 副部長 

吉田 明 営業本部 マーケティング部 副部長 営業本部 マーケティング部 インサイドマ

ーケティング課長 

河合 正司 営業本部 営業第１部 副部長 営業本部 営業第２部 １課長 

吉村 高志 営業本部 営業第２部 副部長 営業本部 営業第１部 副部長 

遠藤 信明 営業本部 業務営業部 担当副部長 営業本部 業務営業部 副部長 

 

（製造本部 部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

末武 広樹 製造本部 プロダクトサービス部 副部長 製造本部 デジタルサービス部 副部長 
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増田 秀智 製造本部 デジタルサービス部 副部長 製造本部 デジタルサービス部 デジタルサ

ービス課長 
 

4）関西事業部 

（営業本部 部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

岩橋 智明 営業本部 営業第２部長 営業本部 営業第３部 副部長 

秦 誠 営業本部 営業第２部 副部長 営業本部 営業第３部 １課長 

 

5）ファインプロセス事業部 

（部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

相原 章人 ＦＰ営業部長 ＦＰ営業部 副部長 

山田 恵介 ＦＰ品質技術部長 ＦＰ製造部 副部長 

近藤 博之 ＦＰ営業部 副部長 ＦＰ営業部 ２課長 

森 康祐 ＦＰ製造部 副部長 ＦＰ品質技術部 副部長 

杉浦 竜一郎 ＦＰ製造部 副部長 ＦＰ製造部 スクリーンマスク課長 

 

6）ソリューション本部 

（執行役員） 

A氏 名    E 新職 旧職 

大倉 基弘 執行役員 ソリューション本部長 兼 
制作第１部長 

執行役員 ソリューション本部長 兼 
制作第１部長 兼 企画部長 

 

（部長・副部長） 

A氏 名    E 新職 旧職 

中村 昌史 ワンストップサービス部長 ワンストップロジ部長 兼 中部事業部 
営業本部 販売促進部 副部長 

今津 健之 制作第３部長 制作第３部 副部長 

髙桑 正行 ワンストップサービス部 副部長 ワンストップロジ部 副部長 

河野 圭太 ワンストップサービス部 副部長 ワンストップロジ部 副部長 

井上 裕子 制作第２部 副部長 制作第２部 制作１課長 

他田 淳 企画部 副部長 企画部 販促企画課長 

 
以上 


