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機構改革および人事異動のお知らせ 
 
当社は、2019年４月１日をもって下記のとおり機構改革および人事異動（一部は2019年３月１日付）をおこなう

こととなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．機構改革 

当社は次のとおり機構改革をおこないます。 

全社保安体制を強化するため、保安機能を強化し、品質環境保安室に保安担当を置く。 

事業の推進を強化するため、事業管理部を事業推進部に改称し、管理本部国際マネジメントサポート部の一

部機能も引き継ぐ。なお、同国際マネジメントサポート部は管理本部総務部に統合し、発展的に解消する。 

事業本部コーティング事業部の営業第一部と営業第二部を統合し、同コーティング事業部営業部とする。 

 

２．人事異動 

１）取締役の管掌・担当・委嘱の変更(2019年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

まなべ  よしてる 

眞鍋 好輝 

代表取締役 
専務取締役 
技術・生産管掌 兼 環境担当 兼 保安担当
兼 プロジェクト担当 

代表取締役 
専務取締役 
技術・生産管掌 兼 環境保安担当 
兼 山口精研工業株式会社 代表取締役社長 

のぶひろ とおる 

延廣 徹 
常務取締役 
資材戦略管掌 兼 ＳＨＩＦＴ推進担当 

常務取締役 
資材戦略管掌 兼 経営企画室長 

さんおう てつろう 

三王 哲朗 
取締役 
社長特命事項担当 

取締役 
アジア代表（上海駐在） 
兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長 

もりおか ひろひこ 

森岡 浩彦 

取締役 
事業本部長 
兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長 
（※） 

取締役 
事業本部長 
兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長 

たかぎ  のぶゆき 

高木 信之 
取締役 
経営企画室長 

取締役 
事業本部 コーティング事業部長 

 

 

 

 

 



２）部門長等の人事異動(2019年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

ひがし あきひろ 

東  明弘 
執行役員 

品質環境保安室 室長付部長（保安担当） 

執行役員 

広西梧州荒川化学工業有限公司 

董事 総経理 

いしもと つかさ 

石本 司 

執行役員 
東京支店長 兼 事業本部 本部付部長 
兼 千葉アルコン製造株式会社 取締役社長 

執行役員 
東京支店長 兼 事業本部 粘接着事業部長 
兼 千葉アルコン製造株式会社 取締役社長 

おかざき たくみ 

岡﨑 巧 
執行役員 
事業本部 コーティング事業部長 

執行役員 
高圧化学工業株式会社 取締役社長 

こんどう たけし 

近藤 武 

執行役員 
事業本部 粘接着事業部長 
兼 粘接着事業部 
ＣＡＰ建設準備グループリーダー 

執行役員 
事業本部 粘接着事業部 副事業部長 
兼 粘接着事業部 
ＣＡＰ建設準備グループリーダー 

もとき  よしひろ 

本木 啓博 

執行役員 
事業本部 機能性材料事業部長 
兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長（※） 

執行役員 
事業本部 機能性材料事業部長 

みた たいぞう 

三田 泰蔵 
執行役員 
事業本部 事業推進部長 

執行役員 
事業本部 国際担当部長 兼 事業管理部長 
兼 荒川ケミカル（米国）社 取締役社長 

りゅう とうばい 

劉  冬梅 

執行役員 
中国事業推進担当 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事 

執行役員 
広西梧州荒川化学工業有限公司 
董事 

おおしま こういちろう 

大島 弘一郎 

品質環境保安室 

室長付部長（品質保証・環境担当） 
品質環境保安室 室付部長（品質担当） 

いしかわ しゅんじ 

石川 俊二 
事業本部 製紙薬品事業部長 事業本部 製紙薬品事業部 営業部長 

くろせ  しんいち 

黒瀬 慎一 
事業本部 製紙薬品事業部 営業部長                     事業本部 製紙薬品事業部 営業部 副部長  

みやかわ  ひさと 

宮川 久人 
事業本部 製紙薬品事業部 営業部 
名古屋支店長                    

事業本部 製紙薬品事業部 営業部 
札幌営業所長 

しみず しゅんすけ 

志水 俊介 
事業本部 製紙薬品事業部 営業部 
札幌営業所長                    

事業本部 製紙薬品事業部 営業部 
札幌営業所 マネージャー 

おち りょうじ 

越智 亮司 
事業本部 製紙薬品事業部 国際部長                     荒川ケミカル（タイランド）社 取締役社長 

くぼ かつよし 

久保 勝義 
事業本部 コーティング事業部 営業部長 

事業本部 コーティング事業部 
営業第二部長 

のだ てつお 

野田 鉄雄 
事業本部 コーティング事業部 
営業部 副部長 兼 大阪営業課長 

事業本部 コーティング事業部 
営業第一部 大阪営業課長 

みずたに ひろし 

水谷 博 
事業本部 コーティング事業部 
営業部 副部長（東京） 

事業本部 コーティング事業部 
営業第二部 東京営業課長 

つじ ひろし 

辻  博史 

事業本部 機能性材料事業部 
ファイン営業部 担当部長 
兼 ファイン研究開発部 担当部長 

事業本部 機能性材料事業部 
ファイン営業部 東京営業課長 



りん  えいき 

林  永輝 

事業本部 事業推進部 部長付部長（上海駐在） 
兼 南通荒川化学工業有限公司 副董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 副董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 副董事長 
（※） 

南通荒川化学工業有限公司 董事 総経理 

たちやしき すすむ 

立屋敷 晋 
事業本部 事業推進部 部付部長 

事業本部 事業管理部 部付部長 
兼 台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理 

いしい  けんじ 

石井 賢二 
生産本部 大阪工場長 生産本部 小名浜工場長 

ありもと  かずひろ 

有本 和弘 
生産本部 小名浜工場長 

荒川ケミカル（タイランド）社 
取締役副社長 兼 工場長 

かとう ふみお 

加藤 文生 
管理本部 総務部長 

管理本部 国際マネジメントサポート部 
担当部長 

やの  ひろし 

矢野 裕史 
高圧化学工業株式会社 取締役社長（※） 

事業本部 機能性材料事業部 
ファイン営業部長 兼 ファイン研究開発部長 

おくむら たつや 

奥村 辰也 
山口精研工業株式会社 取締役社長（※） 

山口精研工業株式会社 
取締役 事業担当 兼 営業部長 

おおたに たもつ 

大谷 有 
カクタマサービス株式会社 取締役社長（※） 

執行役員 
管理本部 総務部長 

すずき としひろ 

鈴木 敏浩 
広西梧州荒川化学工業有限公司 

董事 総経理（※） 

広西梧州荒川化学工業有限公司 

常務副総経理 

よしむら ひろふみ 

村 博文 
南通荒川化学工業有限公司 董事 総経理（※） 事業本部 製紙薬品事業部長 

さえき なおと 

佐伯 直人 
荒川ケミカル（タイランド）社 取締役社長（※） 経営企画室 マネージャー 

まつもと みつひろ 

松本 充弘 
台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理（※） 

事業本部 コーティング事業部 
営業第一部長 

なつはら えいすけ 

夏原 英介 
荒川ケミカル（米国）社 取締役社長（※） 事業本部 製紙薬品事業部 国際部長 

（※） 表中子会社人事にかかわる部分は内定であり、各子会社の株主総会、董事会で正式に決定する予定です。 

 

３）部門長等の人事異動(2019年３月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

たちやしき すすむ 

立屋敷 晋 

事業本部 事業管理部 部付部長 
兼 台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理 

台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理 

 

 

以 上 


