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人事異動のお知らせ 
 

当社は、平成26年４月１日をもって下記のとおり人事異動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．人事異動 

１）取締役の管掌・委嘱の変更(平成 26 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 

常務取締役 

開発管掌 兼 国際管掌 

兼 開発統轄部長 

常務取締役 

開発管掌 兼 国際管掌 

兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 

 うね  たかし 

宇根 高司 

常務取締役 

事業管掌 兼 資材管掌 

兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長 

常務取締役 

経営企画室長 兼 資材管掌  

兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長 

のぶひろ  とおる 

延廣 徹 

取締役 

経営企画室長 

取締役 

業務統轄部長  

兼 業務統轄部 情報システム部長 

にしかわ  まなぶ 

西川 学 

取締役 

生産統轄部長 

取締役 

生産統轄部長  

兼 生産統轄部 生産技術開発部長 

兼 生産統轄部 生産物流部長 

さんおう  てつろう 

三王 哲朗 

取締役 

製紙薬品事業部長 兼 東京支店長 

兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 

（※１） 

取締役 

製紙薬品事業部長 兼 東京支店長 

みやした やすとも 

宮下 泰知 

取締役 

業務統轄部長 兼 業務統轄部 経理部長 

兼 業務統轄部 情報システム部長 

取締役 

業務統轄部 経理部長 

 

２）部門長等の人事異動(平成 26 年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

もりおか ひろひこ 

森岡 浩彦 

執行役員 

製紙薬品事業部 副事業部長 

執行役員 

製紙薬品事業部 副事業部長 

兼 製紙薬品事業部 営業部長 



みよし ひろし 

三好 博 

執行役員 

化成品事業部長 

兼 荒川ケミカル（タイランド）社 

取締役社長（※１） 

執行役員 

化成品事業部長 

ひがし あきひろ 

東 明弘 

執行役員 

広西梧州荒川化学工業有限公司  

常務副総経理（※１） 

執行役員 

生産統轄部 小名浜工場長 

まつたか すみお 

松高 純夫 監査室 室付部長 生産統轄部 水島工場長 

よしむら  ひろふみ 

村 博文 
製紙薬品事業部 営業部長 

製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 東京営業課長 

たきした  まさゆき 

瀧下 雅之 
製紙薬品事業部 営業部 副部長 

（開発担当）（東京） 

製紙薬品事業部 研究開発部 副部長 

兼 研究開発部 ＰＭグループリーダー 

みやかわ ひさと 

宮川 久人 製紙薬品事業部 札幌営業所長 製紙薬品事業部 九州営業所長 

ふくもと  ゆうじ 

福本 裕士 製紙薬品事業部 富士営業所長 製紙薬品事業部 札幌営業所長 

みやけ としひろ 

三宅 敏宏 製紙薬品事業部 九州営業所長 名古屋支店長 

たちやしき  すすむ 

立屋敷 晋 
製紙薬品事業部 国際部 副部長 経営企画室 マネージャー 

なかやま まさゆき 

中山 正之 化成品事業部 事業部付部長 

化成品事業部 事業部付部長  

兼 荒川ケミカル（タイランド）社  

取締役社長 

みつい  はじめ 

三井 元 化成品事業部 事業部付部長 
台湾荒川化学工業股份有限公司 

董事 総経理 

まつもと みつひろ 

松本 充弘 
化成品事業部 営業第一部長 

兼 営業第一部 東京営業課長 

化成品事業部 営業第一部 担当部長 

兼 営業第一部 東京営業課長 

にしかわ  まさる 

西川 賢 化成品事業部 営業第二部長 
化成品事業部 営業第二部 担当部長 

兼 営業第二部 東京営業課長 

みずや じろう 

水家 次朗 高圧化学工業株式会社 取締役社長 
高圧化学工業株式会社 取締役社長 

兼 高圧化学工業株式会社 総務部長 

なかがわ ひろし  

中川 弘 
台湾荒川化学工業股份有限公司  

董事 総経理（※１） 
台湾荒川化学工業股份有限公司 副総経理 

ひがしの てつじ 

東野 哲二 
生産統轄部 生産物流部長 生産統轄部 富士工場長 

たなか としゆき 

田中 敏行 
生産統轄部 生産技術開発部長 生産統轄部 生産技術開発部 副部長 

ありもと かずひろ 

有本 和弘 
生産統轄部 大阪工場 副工場長 

兼 大阪工場 製造第一課長 

生産統轄部 大阪工場 製造第二課長 

兼 大阪工場 研究製造課長 

かもべ ひであき 

鴨部 秀明 生産統轄部 富士工場長 高圧化学工業株式会社 取締役 生産部長 



さとう きよし 

佐藤 潔 
生産統轄部 富士工場 副工場長 

兼 富士工場 品質管理課長 
生産統轄部 鶴崎工場長 

かみがき ひろゆき 

神垣 弘之 
生産統轄部 水島工場長 荒川ヨーロッパ社 取締役 生産部長 

はしもと だいじ 

橋本 大司 
生産統轄部 小名浜工場長 

生産統轄部 小名浜工場 副工場長 

兼 小名浜工場 製造第二課長 

ふない あきお 

府内 聡生 生産統轄部 徳島工場長 
製紙薬品事業部 研究開発部  

ＰＳ１グループ 主任研究員 

くろだ しんいち 

黒田 慎一 生産統轄部 鶴崎工場長 生産統轄部 水島工場 製造第一課長 

にわ  なおき 

丹羽 直樹 名古屋支店長 生産統轄部 徳島工場長 

（※１） 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。 

 

以 上 


