2009 年 3 月 26 日
株式会社クラレ

組織改定および人事異動の件（2009 年 4 月 1 日付）
当社は次の通り、2009 年 4 月 1 日付の部レベルの組織改定および人事異動を行なうことを
決定しましたので、お知らせします。
なお、全社的な組織改定の方針、本部レベル以上の組織改定および人事異動につきまして
は 2009 年 3 月 10 日に別途発表しております。
１．組織改定の内容

＜新事業開発本部＞
(1) 新事業の企画立案、市場調査・マーケティングを強力に推進するため、新事業企画
部へ開発推進部を統合し、新事業企画部とする。
(2) 開発テーマの早期事業化を図るため、全社横断的プロジェクトチームとして、ＦＣ
プロジェクトチーム、ＴＣＦプロジェクトチーム、ＰＶプロジェクトチームを新設
する。
(3) プロジェクト推進統括部を事業開発推進部に改組する。
＜技術本部＞
(1) 全社を挙げた特別活動により安全・保安に対する基盤が醸成されたため、特別安全
活動推進のために設置した安全保安推進チームを解散する。
＜アクア事業推進本部＞
(1) 本社組織として、アクアプロジェクト推進部、アクア企画部を設置する。
(2) 倉敷事業所水処理事業推進部と西条事業所ゲル生産開発部を統合再編し、倉敷事業
所アクア生産技術部、倉敷事業所アクア研究・開発部、西条事業所ゲル・担体生産
課とする。
＜繊維カンパニー 繊維資材事業部＞
(1) 岡山事業所ビニロン・Ｋ-Ⅱ生産・技術開発部をビニロン生産技術部に改組する。
＜繊維カンパニー クラリーノ事業部＞
(1) グローバル展開に対応し、靴資材販売部をフットウェアマテリアル部に改組する。
(2) 軽工品用途とインテリア・産業資材用途のシナジーによる用途拡大を図るため、 軽
工品販売部と先端マテリアル販売部を統合再編し、先端マテリアル部および学童物
用途を扱うスクールグッズ部とする。
(3) ＣＡＴＳ製法による＜ティレニーナ＞シリーズの販売を本格化させるため、ＣＡＴ
Ｓ販売推進チームを新設する。
(4) 外注加工の効率化、加工場管理の強化のため関連業務を集約し、加工開発グループ
を生産加工開発グループに改組する。

＜繊維カンパニー クラフレックス事業部・クラレクラフレックス（株）＞
(1) ＜フレクスター＞の早期事業化を図るため、クラレクラフレックス（株）のフレク
スター推進部をクラフレックス事業部へ移管する。
(2) 販売の効率化を図るため、クラレクラフレックス（株）の営業本部を解消し、３部
体制の営業組織を原反販売部、製品販売部へ改組する。
(3) 組織機能を明確化し効率的運営を図るため、クラレクラフレックス（株）の企画管
理部を廃止し、企画管理課と開発加工課を新設する。
＜繊維カンパニー クラレファスニング（株）＞
(1) 生産・開発と営業の一体運営および間接組織の効率化を図るため、生産・開発本部
を廃止し、企画管理部を新設する。
(2) 市場開発のスピードアップを図るため、市場開発部を営業本部へ移管し、市場開発
グループとする。
＜機能樹脂・フィルムカンパニー ポバール樹脂事業部＞
(1) グローバルな視点からの販売戦略・活動の企画提案・管理および３極生産の最適化
を図るため、海外統括部と生産管理グループを再編し、事業企画部とする。
(2) 市場に立脚した開発活動を強化し新製品の上市・販売拡大を加速させるため、海外
統括部マーケティンググループと倉敷事業所ポバール樹脂研究開発部を統合再編し、
ポバール開発部と倉敷事業所ＰＶＡ研究開発グループとする。
＜機能樹脂・フィルムカンパニー エバール事業部＞
(1) エバールフィルム事業を統括するため、フィルム販売部を新設する。また、販売面
でのシナジーを図るため、クラリスタ推進グループを廃止し、同部へ統合する。
＜機能樹脂・フィルムカンパニー ＰＶＢ事業部＞
(1) ＰＶＢ販売部とＰＶＢ開発部を置く。
＜化成品・メディカルカンパニー エラストマー事業部＞
(1) イソプレンケミカル事業部よりセプトン販売部、ポリマー販売部、アクリルエラス
トマー推進チーム、エラストマー開発部を移管する。
＜化成品・メディカルカンパニー ジェネスタ事業部＞
(1) 新規電気電子用途および自動車分野の市場開拓に集中するため、既存の電気電子用
途をクラレトレーディング（株）へ移管するとともに、販売部と開発部を統合再編
し、営業開発部とする。
(2) 新生産設備完成により関連業務が終了したため、ＧＫＰ推進部を廃止する。
２．改定後の組織図および人事異動
別紙の通り。
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２－１ 組織図（株式会社クラレ ２００９年４月１日付）
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新職名
経営管理部担当補佐（大阪駐在）

現職名
経営統括本部関連企業部長

氏名
音石 和男

経営管理部長

経営統括本部経営管理部次長

上原 直哉

経営管理部次長（大阪駐在）

経営統括本部関連企業部主管

石原 月彦

経営管理部主管
兼 クラレビジネスサービス株式会社
システム企画部長

経営統括本部経営管理部主管
兼 クラレビジネスサービス株式会社
システム企画部長

谷 祥之介

ＩＲ・広報部長

ＩＲ・広報室次長

藤波 智

法務部長

ＣＳＲ本部法務部長

永井 靖

人事部次長

総務・人事本部大阪総務部長
兼 総務・人事本部大阪総務部総務グループリーダー
兼 秘書室主管

松井 茂

人事部処遇・労政グループリーダー

総務・人事本部人事部処遇・労政グループリーダー

藤井 達彦

人材開発部次長（大阪駐在）

総務・人事本部人事部人材開発グループリーダー

平林 正憲

人材開発部主管
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兼 クラレファスニング株式会社
生産・開発本部長
経理・財務本部経理部長
経理・財務本部大阪経理部長
兼 経理・財務本部審査グループ主管
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経理・財務本部財務部長

原料部長

購買・物流本部原料部長

機材部長

購買・物流本部機材部主管
兼 化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部ＧＫＰ推進部主管

物流部長

購買・物流本部物流部長
兼 総務・人事本部大阪総務部物流グループリーダー

海外事業部長

経営統括本部主管

海外事業部中国チームリーダー
兼 上海事務所長
兼 可樂麗国際貿易（上海）有限公司総経理

海外事業統括室中国チームリーダー
兼 上海事務所長
兼 可樂麗国際貿易（上海）有限公司総経理

海外事業部中国チーム主管
兼 可樂麗貿易(上海）有限公司総経理

海外事業統括室中国チーム主管
兼 可樂麗貿易(上海）有限公司総経理

小川

邦彦

藤原 純一
佐藤 秀行
西

泰樹

伊藤 隆雄
尾古 雅章

谷 光廉
大井 秀雄
真野

信太郎

中山 雄三
林

栄一

ＣＳＲ本部ＣＳＲ部リスク管理グループリーダー

化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部販売部長

ＣＳＲ本部ＣＳＲ部品質保証グループリーダー

ＣＳＲ本部品質管理・製品安全部長

長瀨 喜則

ＣＳＲ本部環境安全センター次長

環境安全センター次長

木戸 洋一

ＣＳＲ本部環境安全センター主管（大阪駐在）
兼 岡山事業所環境安全部主管
新事業開発本部新事業企画部長
新事業開発本部新事業企画部主管
兼 新事業開発本部つくば研究センター
成形・加工研究所
フィルム・シート開発グループリーダー

環境安全センター主管（大阪駐在）
兼 岡山事業所環境安全部主管

山本 和夫

新事業開発本部新事業企画部主管

中川 直

新事業開発本部開発推進部主管
兼 新事業開発本部つくば研究所
フィルム・シート開発グループリーダー

西川

亮

新事業開発本部事業開発推進部長

新事業開発本部プロジェクト推進統括部長

新事業開発本部知的財産部長

新事業開発本部知的財産部次長（倉敷駐在）

江端 巌

新事業開発本部知的財産部次長（倉敷駐在）

新事業開発本部知的財産部長

藤田 浩

新事業開発本部くらしき研究センター
合成研究所長

新事業開発本部くらしき研究所
機能材料研究開発第一グループリーダー
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鈴木 繁昭

大木

弘之

新職名
新事業開発本部くらしき研究センター
酢ビ系高分子研究所長
兼 倉敷事業所アクア研究・開発部主管

現職名
新事業開発本部くらしき研究所
新事業探索グループリーダー

氏名
藤原 直樹

新事業開発本部くらしき研究センター
構造・物性研究所長

新事業開発本部くらしき研究所
構造解析グループリーダー

石井

孝浩

新事業開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所長

化成品・メディカルカンパニー
イソプレンケミカル事業部
アクリルエラストマー推進チームリーダー

石浦

一成

新事業開発本部つくば研究センター
成形・加工研究所長

新事業開発本部開発推進部長

高本

克則

新事業開発本部つくば研究所
成形加工研究開発グループリーダー

割野

孝一

新事業開発本部つくば研究所
新機能部材開発グループリーダー

小林

秀樹

新事業開発本部つくば研究センター
成形・加工研究所主管
兼 新事業開発本部新事業企画部主管
新事業開発本部つくば研究センター
成形・加工研究所主管
新事業開発本部
ＦＣプロジェクトチームリーダー
兼 新事業開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所主管

新事業開発本部つくば研究所
高分子材料研究開発第一グループリーダー

新事業開発本部
ＴＣＦプロジェクトチームリーダー
兼 新事業開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所主管

新事業開発本部つくば研究所
高分子材料研究開発第二グループリーダー

大竹

新事業開発本部ＰＶプロジェクトチームリーダー
兼 新事業開発本部新事業企画部主管

新事業開発本部新事業企画部主管

佐々木 繁

技術本部安全保安推進チームリーダー

安田

典久

新事業開発本部新事業企画部主管（大阪駐在）

西山

正一

クラレケミカル株式会社社長補佐

阿部

博紀

技術本部技術統括センター
ユーティリティ・環境グループリーダー

須郷

望

富明

兼 技術本部技術統括センター
ユーティリティ・環境グループリーダー
アクア事業推進本部
アクアプロジェクト推進部長（大阪駐在）
アクア事業推進本部
アクアプロジェクト推進部長補佐
兼 クラレケミカル株式会社社長補佐

兼 クラレケミカル株式会社
化工機事業部担当

兼 クラレケミカル株式会社
化工機事業部担当
アクア事業推進本部アクア企画部長
兼 アクア事業推進本部アクア企画部
海外事業推進グループリーダー
繊維カンパニー繊維資材事業部生産管理部長

繊維カンパニー繊維資材事業部原料資材部長
兼 繊維カンパニー繊維資材事業部原料資材部
原料資材第一課長
繊維カンパニー繊維資材事業部東京繊維資材部長

繊維カンパニークラリーノ事業部
フットウェアマテリアル部長
繊維カンパニークラリーノ事業部
スクールグッズ部長
兼 繊維カンパニークラリーノ事業部
ＣＡＴＳ販売推進チームリーダー
繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部長

倉敷事業所水処理事業推進部長

岡山事業所ビニロン・Ｋ－Ⅱ生産・技術開発部
生産第二課長
兼 岡山事業所ビニロン・Ｋ－Ⅱ生産・技術開発部主管
繊維カンパニー繊維資材事業部原料資材部長

繊維カンパニー繊維資材事業部東京繊維資材部長
兼 繊維カンパニー繊維資材事業部東京繊維資材部
東京繊維資材課長
繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル販売部長
繊維カンパニークラリーノ事業部靴資材販売部長

繊維カンパニー繊維資材事業部原料資材部次長

小森 愼次

柏木

俊二

豊浦 仁

松尾 信次

木村
熊野

喜雄
敦

滝島

啓介

後藤

幸生

兼 繊維カンパニー繊維資材事業部原料資材部
原料資材第一課長
繊維カンパニークラリーノ事業部
ＣＡＴＳ販売推進チーム主管
兼 繊維カンパニー自動車部材推進グループリーダー

繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル販売部主管（東京駐在）
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新職名
繊維カンパニークラリーノ事業部
生産加工開発グループリーダー

現職名
繊維カンパニークラリーノ事業部
加工開発グループリーダー

氏名
田中 紀行

繊維カンパニークラフレックス事業部
フレクスター推進部長

クラレクラフレックス株式会社
営業本部フレクスター推進部主管

足立

繊維カンパニークラフレックス事業部
フレクスター推進部主管

クラレクラフレックス株式会社
営業本部フレクスター推進部主管

新井田

機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバール樹脂事業部事業企画部長

機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバール樹脂事業部ポバール開発部長
兼 機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバール樹脂事業部ポバール開発部
技術サービスグループリーダー
機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバールフィルム事業部長補佐（倉敷駐在）
機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバールフィルム事業部ポバールフィルム技術部長
機能樹脂・フィルムカンパニー
エバール事業部長付（倉敷駐在）

機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバール樹脂事業部海外統括部長
兼 機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバール樹脂事業部ＰＶＢ販売グループリーダー
機能樹脂・フィルムカンパニーポバール樹脂事業部
海外統括部マーケティンググループリーダー

倉敷事業所フィルム生産・技術開発部長
機能樹脂・フィルムカンパニー
ポバールフィルム事業部ポバールフィルム技術部長
兼 倉敷事業所ポバールフィルム研究開発部長
倉敷事業所エバール研究開発部長

篤美
康朗

髙井

信彦

高田

重喜

白石

旭

河合

勉

渡邊

知行

中野

一郎

兼 倉敷事業所クラリスタ生産部長
機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部
フィルム販売部長
機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部
プロダクトマネージメントグループリーダー
兼 機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部
グローバルマーケティンググループ主管

機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部
クラリスタ推進グループリーダー
機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部主管

クラレアメリカ・インク出向

機能樹脂・フィルムカンパニー
ＰＶＢ事業部ＰＶＢ開発部長

倉敷事業所ポバール樹脂研究開発部長

化成品・メディカルカンパニー生産技術統括部長
兼 化成品・メディカルカンパニー企画管理部長
兼 開発･技術統括管掌スタッフ

浩幸

兼 機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部
プロダクトマネージメントグループリーダー

機能樹脂・フィルムカンパニー
ＰＶＢ事業部ＰＶＢ販売部長

化成品・メディカルカンパニー企画管理部次長

下

天津
床尾

康
万喜雄

化成品・メディカルカンパニー企画管理部主管
兼 化成品・メディカルカンパニー企画管理部
第二グループリーダー

橋本 泰弘

化成品・メディカルカンパニー生産技術統括部長
兼 開発･技術統括管掌スタッフ

山本 博志

化成品・メディカルカンパニー
エラストマー事業部セプトン販売部長

化成品・メディカルカンパニー
イソプレンケミカル事業部セプトン販売部長

高野

浩一

化成品・メディカルカンパニー
エラストマー事業部ポリマー販売部長

化成品・メディカルカンパニー
イソプレンケミカル事業部ポリマー販売部長

山名

吉浩

化成品・メディカルカンパニーエラストマー事業部
アクリルエラストマー推進チームリーダー

化成品・メディカルカンパニー企画管理部長

土方

禎雄

兼 化成品・メディカルカンパニー
企画管理部第一グループリーダー
化成品・メディカルカンパニー
エラストマー事業部エラストマー開発部長

化成品・メディカルカンパニー
イソプレンケミカル事業部エラストマー開発部長

高松

秀雄

化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部営業開発部長

化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部開発部長

柏村

次史

化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部販売部
市場開発グループリーダー
兼 化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部開発部主管

末永

純一

檜垣

達彦

化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部営業開発部
市場開発グループリーダー
兼 化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部営業開発部主管
化成品・メディカルカンパニー
メディカル事業部主管
兼 クラレメディカル株式会社
新事業推進部長

クラレメディカル株式会社
新事業推進部長
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新職名
化成品・メディカルカンパニー
メディカル事業部主管
兼 クラレメディカル株式会社
歯科材料事業部副事業部長
兼 クラレメディカル株式会社
歯科材料事業部海外統括部長

現職名
クラレメディカル株式会社
歯科材料事業部副事業部長
兼 クラレメディカル株式会社
歯科材料事業部海外統括部長

氏名
浅田 雅之

倉敷事業所アクア生産技術部長

西条事業所電材生産開発部長
兼 西条事業所電材生産開発部販売グループリーダー
兼 西条事業所ゲル生産開発部長

吉川

淳夫

倉敷事業所アクア研究・開発部長

倉敷事業所水処理事業推進部
水処理技術グループリーダー
兼 西条事業所ゲル生産開発部主管

藤井

弘明

倉敷事業所フィルム生産・技術開発部長
倉敷事業所フィルム生産・技術開発部次長
兼 倉敷事業所フィルム生産・技術開発部品質保証課長 兼 倉敷事業所フィルム生産・技術開発部品質保証課長
倉敷事業所ポバールフィルム研究開発部長

倉敷事業所エバール研究開発部長
兼 倉敷事業所クラリスタ生産部長
西条事業所電材生産開発部長
西条事業所フィルム生産・技術開発部長

西条事業所総務部長

伊木 隆

倉敷事業所ポバールフィルム研究開発部主管
兼 西条事業所フィルム生産・技術開発部
技術開発チーム員

板谷 利昭

倉敷事業所エバール研究開発部主管
兼 機能樹脂・フィルムカンパニー
エバール事業部クラリスタ推進グループ主管

尾下 竜也

西条事業所電材生産開発部開発グループリーダー
西条事業所フィルム生産・技術開発部長
兼 西条事業所フィルム生産・技術開発部品質保証課長
兼 西条事業所フィルム生産・技術開発部
技術開発チームリーダー
西条事業所長付

小野寺

稔

丹波 善博

久保 庄司

岡山事業所ビニロン生産技術部長

岡山事業所ビニロン・Ｋ－Ⅱ生産・技術開発部長
兼 クラレ岡山スピニング株式会社社長

伊藤 正明

岡山事業所総務部長

クラレクラフレックス株式会社
営業本部フレクスター推進部長
兼 クラレクラフレックス株式会社
企画管理部長

瀧川

新潟事業所メタアクリル開発部長
兼 新潟事業所メタアクリル開発部
光学部材開発グループリーダー

大串 眞康

新潟事業所メタアクリル開発部長
兼 新潟事業所メタアクリル開発部
シート部材開発グループリーダー
新潟事業所環境安全部長
兼 新潟事業所環境安全部環境安全課長
鹿島事業所ジェネスタ生産・技術・開発部長

【クラレエンジニアリング株式会社】
新職名
エンジニアリング本部長
エンジニアリング本部建築部長
兼 エンジニアリング本部工務部長
兼 中四国事業所長
兼 株式会社クラレ技術本部技術統括センター主管

【クラレケミカル株式会社】
新職名
社長補佐
兼 化工機事業部担当
兼 株式会社クラレ
アクア事業推進本部
アクアプロジェクト推進部長補佐
鶴海工場長
兼 鶴海研究開発センター所長
兼 鶴海工場総務部長

新潟事業所環境安全部長
鹿島事業所ジェネスタ生産・技術・開発部長
兼 鹿島事業所ジェネスタ生産・技術・開発部
技術グループリーダー
兼 化成品・メディカルカンパニー
ジェネスタ事業部ＧＫＰ推進部長

現職名
エンジニアリング本部長
兼 中四国事業所長
エンジニアリング本部建築部長
兼 エンジニアリング本部工務部長
兼 株式会社クラレ技術本部技術統括センター主管

現職名

清一

石川 紀夫
林 洋秀

氏名
取締役
白石 英作
赤木 誠

社長補佐
兼 化工機事業部担当

氏名
専務取締役
阿部 博紀

鶴海工場長
兼 鶴海工場総務部長

取締役
森田 博氏
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新職名
活性炭事業部西日本特販グループリーダー
（鶴海駐在）

現職名
活性炭事業部東京営業第１部主管

氏名
野口 直明

兼 福岡営業所長
企画管理室次長
兼 企画管理室海外事業推進部長
兼 商品開発室長
兼 ワールドカーボン株式会社出向

企画管理室次長
兼 企画管理室海外事業推進部長
兼 ワールドカーボン株式会社出向

鶴海研究開発センター副所長
兼 鶴海研究開発センター
エネルギー材料グループリーダー
兼 商品開発室次長

鶴海研究開発センター副所長
兼 鶴海研究開発センター
エネルギー材料グループリーダー

商品開発室エネルギー材料推進グループリーダー
鶴海研究開発センター商品開発グループリーダー

【クラレテクノ株式会社】
新職名
ビル管理サービス倉敷地区事業部副事業部長

商品開発室エネルギー材料推進グループ主管
兼 機能商品事業部主管

池側 正

大塚 清人

田中 誠

商品開発室主管

福西 義晴

現職名
株式会社クラレ
購買・物流本部機材部長

氏名
南條 典昭

西条営業所副所長

株式会社クラレ
西条事業所総務部長

鹿島営業所副所長

株式会社クラレ
新潟事業所環境安全部環境安全課長

高原
斎藤

元
茂雄

【クラレクラフレックス株式会社】
新職名
社長補佐

営業本部長

原反販売部長

営業本部第一部長

石井 直樹

製品販売部長

営業本部第二部長

近藤 昭彦

現職名
株式会社クラレ
繊維カンパニー繊維資材事業部生産管理部長

凪

現職名
生産・開発本部市場開発部長

氏名
田中 孝明

【クラレ岡山スピニング株式会社】
新職名
社長

【クラレファスニング株式会社】
新職名
企画管理部長
兼 企画管理部生産管理グループリーダー
兼 営業本部市場開発グループリーダー
営業本部販売第一部大阪販売課長
丸岡工場長
兼 丸岡工場総務部長
丸岡工場設備技術部長
丸岡工場ＭＴ生産部長
兼 丸岡工場加工部長
丸岡工場ＭＬ生産部長
兼 丸岡工場品質保証課主管
兼 丸岡工場開発センター成形開発グループリーダー
丸岡工場開発センター長

【クラレルミナス株式会社】
新職名
技術開発部長
兼 技術開発部倉敷グループリーダー

現職名

生産・開発本部丸岡工場総務部長
生産・開発本部丸岡工場長
兼 生産・開発本部丸岡工場ＭＴ生産部長
兼 生産・開発本部丸岡工場加工部長

氏名
取締役
藤原 鎮

氏名
比佐志

米原 徹
大本 実

生産・開発本部丸岡工場設備技術部長

原田 義孝

生産・開発本部丸岡工場長付

山本 洋一

生産・開発本部丸岡工場ＭＬ生産部長
兼 生産・開発本部丸岡工場品質保証課主管
兼 生産・開発本部丸岡工場開発センター
成形開発グループリーダー

山川 樹

生産・開発本部丸岡工場開発センター長

伊藤 裕

現職名
技術開発部長

氏名
岩崎 秀治

以上
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