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人事異動のお知らせ 
 

当社は、平成25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）代表取締役の異動(平成 25 年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

 すえむら ながひろ 

末村 長弘 取締役相談役 代表取締役社長 

 たにおく しょうぞう 

谷奥 勝三 代表取締役社長 
常務取締役 

事業管掌 兼 化成品事業部長 

 

２）部門長等の人事異動(平成 25 年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みよし ひろし 

三好 博 
執行役員 

化成品事業部長 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長  

兼 化成品事業部 営業第一部長 

いしもと つかさ 

石本 司 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

執行役員 

電子材料事業部 副事業部長 

兼 電子材料事業部 営業部長 

もとき  よしひろ 

本木 啓博 

執行役員 

電子材料事業部長 

兼 電子材料事業部 営業部長 

執行役員 

電子材料事業部長 

はらだ  たかまさ 

原田 隆正 
執行役員 

開発統轄部長 

執行役員 

開発統轄部長  

兼 開発統轄部 技術事業開発部長 

兼 筑波研究所長 

みやがわ ひろお 

宮川 博夫 
執行役員 

業務統轄部 人事部長 

執行役員 

業務統轄部 総務部長  

兼 業務統轄部 人事部長 

おおしま  こういちろう 

大島 弘一郎 品質環境保安室 室付部長 
高圧化学工業株式会社  

取締役 品質環境保安部長 



つるみ としお 

鶴見 利男 品質環境保安室 室付部長 
研究所長 兼 開発統轄部 開発推進部長 

兼 研究所事務課長 

まえの じゅんいち 

前野 純一 
経営企画室 室付部長 電子材料事業部 営業部付部長 

よしむら ひろふみ 

村 博文 
製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 営業部 東京営業課長 

製紙薬品事業部 営業部 副部長 

兼 富士営業所長 

くろせ しんいち 

黒瀬 慎一 富士営業所長 製紙薬品事業部 営業部 東京営業課長 

なつはら えいすけ 

夏原 英介 製紙薬品事業部 国際部長 
製紙薬品事業部 国際部長  

兼 製紙薬品事業部 研究開発部長 

うの  しんいち 

宇野 愼一 
製紙薬品事業部 研究開発部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

製紙薬品事業部 研究開発部 副部長 

兼 研究開発部 グループリーダー 

なかやま まさゆき 

中山 正之 

化成品事業部 事業部付部長 

兼 荒川ケミカル（タイランド）社 

取締役社長 

執行役員 

化成品事業部 副事業部長 

兼 化成品事業部 営業第二部長 

兼 荒川ケミカル（タイランド）社 

取締役社長 

まつもと みつひろ 

松本 充弘 
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 

化成品事業部 営業第一部 副部長 

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 担当部長 

兼 営業第二部 東京営業課長 

化成品事業部 営業第二部 副部長 

兼 営業第二部 大阪営業課長 

やの  ひろし 

矢野 裕史 
化成品事業部 営業第二部 副部長 電子材料事業部 営業部 副部長 

みずや じろう 

水家 次朗 
高圧化学株式会社 取締役社長（※１） 

兼 高圧化学工業株式会社 総務部長 

ペルノックス株式会社  

取締役 開発センター長 兼 品質保証担当

兼 環境担当 

くぼ かつよし 

久保 勝義 電子材料事業部 営業部 副部長 化成品事業部 営業第一部 大阪営業課長 

さわだ ひろし  

澤田 浩 電子材料事業部 研究開発第一部長 
電子材料事業部 研究開発第一部 副部長 

兼 研究開発第一部 グループリーダー 

せき えいじ 

関 英二 
荒川化学合成（上海）有限公司 董事総経理

（※１） 
電子材料事業部 営業部 東京営業課長 

いまい としゆき 

今井 敏之 
研究所長 兼 開発統轄部 開発推進部長 

電子材料事業部 副事業部長  

兼 電子材料事業部 研究開発第一部長 

たけうち ひではる 

竹内 秀治 筑波研究所長 開発統轄部 技術事業開発部 主任研究員 

はとう まさと 

波頭 雅人 業務統轄部 総務部長 業務統轄部 総務部 副部長 

（※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 


