共同印刷
１．人事異動
（発令日：2016年4月1日）
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旧
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継 続 職
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名

[取締役]
▽経営企画本部長

(経営管理本部長)

取締役

渡邉 秀典

▽情報コミュニケーション事業本部長

(プロモーションメディア事業本部長)

常務取締役

大澤 春雄

▽情報コミュニケーション製造事業部長

(出版情報製造事業部長)

取締役

汲井 隆

[監査室]
▽監査室長

(監査部長)

杉山 祐司

(経営管理本部 総合企画部長)

富井 徹也

(ビジネスメディア事業部 営業企画部長)

大橋 輝臣

(経営管理本部 総合企画部)

森山 浩

(IT統括本部 IT企画部長)

西 正一

(経営管理本部 事業管理部長)

秋元 秀夫

(トータルソリューションオフィス)

石田 淳

▽トータルソリューションオフィス マーケティング企画部長

(トータルソリューションオフィス)

宮瀬 健

▽トータルソリューションオフィス ソリューション開発部長

(プロモーションメディア事業部 ソリューション営業推進本部長)

平野 一郎

▽トータルソリューションオフィス システム企画部長

(技術統括本部 第一開発本部 ビジネスメディア製品開発部)

佐藤 祐美

(施設環境部長)

高橋 孝治

(マネジメントシステム推進部)

市ノ川 義広

(施設環境部 部長席)

戸谷 泰之

▽技術開発本部長

(技術統括本部 第二開発本部長)

仲田 宏治

▽技術開発本部 副本部長 兼 技術企画部長

(技術統括本部 第一開発本部 カード製品開発部長)

上野 浩一

▽技術開発本部 副本部長 兼 情報通信技術部長

(技術統括本部 第二開発本部 新事業製品開発部長)

高木 豊

▽技術開発本部 基盤技術部長

(技術統括本部 技術企画部長)

別宮 一郎

▽技術開発本部 生産システム開発部長

(技術統括本部 第一開発本部 生産システム開発部長)

長島 常夫

▽技術開発本部 情報メディア開発部長

(技術統括本部 第一開発本部 ビジネスメディア製品開発部長)

中神 茂

▽技術開発本部 セキュリティ技術開発部長

(技術統括本部 第一開発本部 セキュリティ技術開発部長)

小林 文人

▽技術開発本部 包材製品開発部長

(技術統括本部 第二開発本部 包材製品開発部長)

阿部 恵

▽技術開発本部 産業資材製品開発部長

(技術統括本部 第二開発本部 産業資材製品開発部長)

小川 達也

(出版情報事業本部 事業企画部長)

菊間 利幸

▽出版情報事業部 営業企画部長

(出版情報事業部 第二営業本部 第四部長)

長谷川 明人

▽出版情報事業部 業務本部長

(出版情報事業部 営業企画部長)

岩田 淳一

▽出版情報事業部 業務本部 業務統括部長

(出版情報製造事業部 製造本部 統括部長)

神田 宜充

▽出版情報事業部 第二営業本部 第四部長

(出版情報事業部 第二営業本部 第四部 第八課長)

宮下 純忠

▽プロモーションメディア事業部 業務推進部長

(プロモーションメディア事業部 ソリューション営業推進本部 営業企
画部 営業企画第一課長 兼 業務推進部 DP課長)

佐藤 有弘

▽プロモーションメディア事業部 営業企画部長

(プロモーションメディア事業部 ソリューション営業推進本部 営業企画部長)

横田 恒

▽プロモーションメディア事業部 営業本部 営業推進部長

(プロモーションメディア事業部 ソリューション営業推進本部 営業推進部長)

梶田 英行

▽プロモーションメディア事業部 営業本部 第二部長

（トータルソリューションオフィス ソリューション推進部長)

間宮 敦

▽情報コミュニケーション製造事業部 製造技術部長

(出版情報製造事業部 製造技術部長)

西野 竜雄

▽情報コミュニケーション製造事業部 品質保証部長

(出版情報製造事業部 品質保証部長)

▽情報コミュニケーション製造事業部 製造本部長

(出版情報製造事業部 製造本部 小石川工場長)

▽情報コミュニケーション製造事業部 製造本部 製造統括部長

(出版情報製造事業部 製造本部 五霞工場長)

古暮 仁

▽情報コミュニケーション製造事業部 製造本部 五霞工場長

(出版情報製造事業部 製造本部 小石川工場 業務第二課長)

雨宮 弘明

[経営企画本部]
▽経営企画本部 副本部長

[総合企画部]
▽総合企画部長

[関連事業推進部]
▽関連事業推進部長

[IT統括部]
▽IT統括部長

[人事部]
▽人事部長

[資材部]
▽資材部長

[トータルソリューションオフィス]

[生産統括本部]
▽生産統括本部長

[環境管理部]
▽環境管理部長

[施設部]
▽施設部長

[技術開発本部]

[情報コミュニケーション事業本部]
▽情報コミュニケーション事業本部 事業企画部長

[出版情報事業部]

[プロモーションメディア事業部]

[情報コミュニケーション製造事業部]

安田 喜守
情報コミュニケーション製造事業部
製造本部 小石川工場長

正木 次男
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[SP&ソリューションセンター]
▽SP&ソリューションセンター 品質保証部長

(SP&ソリューションセンター業務部長)

松井 敬

▽SP&ソリューションセンター 業務部長

(プロモーションメディア事業部 営業本部 第二部長)

今村 克則

▽SP&ソリューションセンター メディアクリエイティブ第一部長

(SP&ソリューションセンター メディアクリエイティブ部長)

直江 元

▽SP&ソリューションセンター メディアクリエイティブ第二部長

(SP&ソリューションセンター メディアプロモーション部長)

清水 直紀

▽SP&ソリューションセンター フォトクリエイティブ部長

(SP&ソリューションセンター フォトクリエイティブ部)

柏本 栄一郎

▽IC事業推進センター室長 兼 販促企画部長

(IT統括本部 ITサービス開発部長)

下垣 弘行

▽IC事業推進センター 商品企画部長

(IC事業推進本部 商品企画部長)

藤澤 均

▽ビジネスメディア事業部 営業企画部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 システム推進部長)

森 喜之

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 製造技術部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 製造技術部)

岸田 基宏

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 生産管理部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 川島ソリューションセンター 第五課長)

井上 雅宏

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 業務部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 生産管理部長)

千村 純一

▽ビジネスメディア事業部 製造本部 システム推進部長

(ビジネスメディア事業部 製造本部 製造技術部長)

森下 明

▽L&I事業部長 兼 品質保証部長

(L&I事業部営業第一部長)

冨岡 忠司

▽L&I事業部 営業第一部長

(L&I事業部 小田原工場長)

土屋 博明

▽L&I事業部 守谷第二工場長

(L&I事業部 守谷第二工場 次長)

八木 肇

▽L&I事業部 小田原工場長

(L&I事業部 和歌山工場長)

待井 敏彦

▽L&I事業部 和歌山工場長

(共印商貿(上海)有限公司 出向)

安部 浩司

[IC事業推進センター]

[ビジネスメディア事業部]

[L&I事業部]

（2016年6月29日）
新

職

旧

職

継 続 職

氏

▽退任し、顧問に就任予定（6月29日）

(専務取締役)

三吉 幹夫

▽退任し、顧問に就任予定（6月29日）

(常務取締役)

人見 実

▽退任（6月29日）

(取締役)

齋藤 文孝

名

２．主な組織改正
（2016年4月1日付）
【監査室】
【経営企画本部】

【CSR本部】
【トータルソリューションオフィス】
【生産統括本部】
【技術開発本部】

【情報コミュニケーション事業本部】

・監査部を「監査室」に改称
・経営管理本部を「経営企画本部」に改称
・経営管理本部の事業管理部を、経営企画本部「関連事業推進部」に改称
・経理部を「経営企画本部」に編入
・経営企画本部に「IT統括部」を新設
・法務部、人事部、資材部を「CSR本部」に編入
・トータルソリューションオフィスに「マーケティング企画部」「システム企画部」を新設
・トータルソリューションオフィスのソリューション推進部を「ソリューション開発部」に改称
・生産統括本部に「環境管理部」を新設
・施設環境部を「施設部」に改称し、生産統括本部に編入
・技術統括本部を「技術開発本部」に改称
・技術統括本部の分析技術部と新事業製品開発部を統合し、技術開発本部に「基盤技術部」を新設
・技術統括本部の印刷技術開発部、ビジネスメディア製品開発部、カード製品開発部を統合し、
技術開発本部に「情報メディア開発部」を新設
・技術開発本部に「情報通信技術部」を新設
・出版情報事業本部とプロモーションメディア事業本部を統合し、「情報コミュニケーション事業本部」を新設
・出版情報事業本部の出版情報製造事業部を「情報コミュニケーション製造事業部」に改称
補足） 情報コミュニケーション事業本部は、事業企画部、出版情報事業部、プロモーションメディア事業部、
情報コミュニケーション製造事業部、SP＆ソリューションセンターで構成

【出版情報事業部】

【SP＆ソリューションセンター】

・出版情報事業部に「業務本部」を新設
・出版情報事業部の「業務本部」に「業務統括部」を新設
・出版情報製造事業部の統括部を、情報コミュニケーション製造事業部「製造統括部」に改称
・SP＆ソリューションセンターのメディアクリエイティブ部とメディアプロモーション部を再編し、
「メディアクリエイティブ第一部」、「メディアクリエイティブ第二部」を新設

【情報セキュリティ事業本部】
【ビジネスメディア事業部】

・IC事業推進本部を「IC事業推進センター」に改称し、情報セキュリティ事業本部に編入
・ビジネスメディア事業部の製造本部に「業務部」を新設

【情報コミュニケーション製造事業部】
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