
2016 年 12 月 19 日 
株式会社クラレ 

 
組織改定および人事異動の件（2017 年 1 月 1 日付） 

 
当社は次の通り、2017 年 1 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

2016 年 11 月 24 日に別途発表しております。 
 

１．組織改定の内容  

【アクア事業推進本部】 

倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部および西条事業所ゲル・担体生産技術開発部を一元

的に統括し、課題解決や開発業務の効率化を図るため、技術統括部を新設する。 

 

【ビニルアセテート樹脂カンパニー】 

（ポバール樹脂事業部） 

 グローバルな組織運営のより円滑な推進と、グローバルでの品質保証の強化やサプライチェー

ンの合理化などを図るため、グローバルオペレーショングループを新設する。 

 

【イソプレンカンパニー】 

（イソプレンケミカル事業部） 

競争が激化する化学品市場で事業拡大を図るため、独自性の高い製品開発によりリソースを配

分する事業方針に沿って、鹿島事業所のイソプレン生産・技術・開発部を再編し、イソプレン

生産技術部、ケミカル研究開発部とするとともに、新潟事業所のファインケミカル生産技術部

とファインケミカル研究開発部を統合再編し、ファインケミカル生産・技術・開発部とする。 

  

【機能材料カンパニー】 

（機能材料カンパニー） 

炭素材料事業部の発足に伴い、機能材料カンパニー各事業部の生産技術の基盤強化と技術課題

に総合的かつ横断的な対応を効率的に行うため、生産技術統括グループを生産技術統括部に改

組する。 

 

（メディカル事業部） 

（クラレノリタケデンタル㈱） 

新商品の企画立案や商品化などを強化するため、マーケティング機能を担っているマーケティ

ング・営業本部企画開発部を社長直轄とする。それに伴い、マーケティング・営業本部を営業

本部に改組する。 

 

 

 



（炭素材料事業部） 

2017年 1月 1日にクラレケミカル株式会社（以下、クラレケミカル）を統合し、事業の強化・

拡大を目指す炭素材料事業の円滑なスタートに向けて、以下の組織体制を整備する。 

１．電池向け材料の生産・販売・開発を一体運営し、重点戦略領域であるエネルギー分野での

事業確立・拡大を図るため、以下の組織変更を行う。 

販売：当社の新事業開発本部のエネルギー材料事業推進部とクラレケミカルの機能商品事

業部キャパシタグループおよびＢＨＣ推進室を統合再編し、電池材料営業・マーケ

ティング部を新設する。 

生産：クラレケミカルの電池材料生産にかかわる機能を再編し、電池材料生産部を新設す

る。 

開発：クラレケミカルの研究開発センターを炭素材料研究開発部に改組する。 

２．クラレケミカルの活性炭事業部、機能商品事業部（キャパシタグループを除く）、化工機事

業部を、それぞれ活性炭営業部、機能商品営業部、化工機営業部に改組する。 

３．当社とクラレケミカルのスムーズかつ効率的な統合を図るため、統合推進部を新設する。 

４．炭素材料事業の拡大に必要な高付加価値加工商品の生産をより効率的に行うため、機能材

加工部を新設する。 

 

【繊維カンパニー】 
（生産技術統括本部） 

繊維カンパニー全体の品質保証、品質管理体制を強化し、繊維事業の基盤強化と安定化を図る

ため、品質保証部を新設する。 

 
（生活資材事業部） 
（クラレクラフレックス株式会社） 
＜フェリベンディ＞（スチームジェット製法による不織布）の販売強化を図るため、ＳＪ推進

部を販売第一部に統合再編する。 
 

２．改定後の組織図および人事異動  
別紙の通り。 
 

以上 



　２－１　組織図（株式会社クラレ　２０１７年１月１日付）
ビニルアセテートフィルムカンパニー 生活資材事業部

会長 企画管理部 西条事業所ＭＢ生産開発部

社長 社長補佐 生産技術統括本部 クラレクラフレックス㈱

国際事業部 販売第一部

ポバールフィルム事業部 販売第二部

業務監査室 ポバールフィルム販売部 岡山工場

ポバールフィルム品質・技術統括部 クラレファスニング㈱

経営企画室 倉敷事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙﾌｨﾙﾑ研究開発部 営業本部

経営企画部 倉敷事業所ﾌｨﾙﾑ生産・技術開発部 丸岡工場

ＩＲ・広報部 西条事業所ﾌｨﾙﾑ生産・技術開発部

ＷＳフィルム事業部 倉敷事業所

管理部門 ＰＶＢ事業部 西条事業所

ＰＶＢ販売部 岡山事業所

総務・人事本部 倉敷事業所ＰＶＢ開発部 新潟事業所

総務部 鹿島事業所

人事部 イソプレンカンパニー 鶴海事業所

大阪総務部 企画管理部

人材開発部 新拠点設立推進部 大阪本社

生産技術統括本部

経理・財務本部 生産技術統括部 Kuraray America, Inc.

経理部 イソプレンケミカル事業部 Kuraray Europe GmbH

財務部 化学品販売部 Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd.

大阪経理財務部 ファインケミカル販売部 可楽麗管理（上海）有限公司

ＩＴ統括部 化学品開発部 Kuraray India Private Limited

新潟事業所ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ生産･技術･開発部 Kuraray South America Ltda.

購買・物流本部 鹿島事業所ｲｿﾌﾟﾚﾝ生産技術部 Kuraray (Thailand) Co., Ltd.

原料部 鹿島事業所ｹﾐｶﾙ研究開発部

機材部 エラストマー事業部

物流部 セプトン販売企画部 監査役 監査役スタッフ

ポリマー販売部

ＣＳＲ本部 クラリティ事業推進部 （以下事業所組織）

ＣＳＲ・品質保証部 エラストマー開発マーケティング部 倉敷事業所

法務部   新潟事業所ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ生産･技術･開発部 総務部

環境安全センター 鹿島事業所エラストマー生産技術部 環境安全部

鹿島事業所エラストマー研究開発部 動力部

研究開発本部 ジェネスタ事業部 設備技術部

企画管理部 営業部 膜・モジュール生産技術開発部

市場開発部 商品管理部 機能製品開発部

知的財産部 開発部 フィルム生産・技術開発部

くらしき研究センター 鹿島事業所ｲｿﾌﾟﾚﾝ生産技術部 ポバール研究開発部

合成研究所 ｸﾗﾚ西条㈱樹脂生産技術部 ポバールフィルム研究開発部

酢ビ系高分子研究所 エバール研究開発部

構造・物性研究所 機能材料カンパニー クラリスタ生産部

電池材料研究所 企画管理部 ＰＶＢ開発部

つくば研究センター 生産技術統括部 繊維素材企画開発部

高分子材料研究所 メタアクリル事業部

成形・加工研究所 機能材料販売部 西条事業所

フィルム・シートプロジェクトチーム シート販売部 動力部

光学材料開発グループ 商品統括部 設備技術部

電材事業推進部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙ機能材料生産部 ゲル・担体生産技術開発部

倉敷事業所機能製品開発部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙｼｰﾄ部材生産部 電材生産開発部

西条事業所電材生産開発部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙ開発部 フィルム生産・技術開発部

成形部材事業推進部 メディカル事業部 ＭＢ生産開発部

鹿島事業所成形部材生産開発部 バイオマテリアル部

オープン・イノベーション推進部 クラレノリタケデンタル㈱ 岡山事業所

品質保証室 総務部

技術本部 営業本部 環境安全部

企画管理部 企画開発部 動力部

海外技術統括部 技術本部 設備技術部

設備技術統括部 クラリーノ事業部 ビニロン生産技術部

設備技術グループ 先端マテリアル部 産資開発部

エンジニアリンググループ ライフスタイルマテリアル部 クラリーノ生産・技術開発部

動力統括部 生産・加工管理部 クラリーノ開発部

技術開発センター 岡山事業所ｸﾗﾘｰﾉ生産･技術開発部 ﾎﾟﾊﾞｰﾙ･ｴﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部

化学プロセス開発グループ 岡山事業所ｸﾗﾘｰﾉ開発部

成形技術開発グループ 炭素材料事業部 新潟事業所

活性炭営業部 総務部

アクア事業推進本部 機能商品営業部 環境安全部

企画管理部 化工機営業部 動力部

技術統括部 電池材料営業・マーケティング部 設備技術部

アクア販売部 統合推進部 ポバール生産・技術開発部

マイクロフェード部 原料・購買部 メタアクリル機能材料生産部

倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部 炭素材料研究開発部 メタアクリルシート部材生産部

西条事業所ゲル・担体生産技術開発部 鶴海事業所活性炭生産部 メタアクリル開発部

クラレアクア㈱ 鶴海事業所電池材料生産部 ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ生産・技術・開発部

鶴海事業所機能材加工部

ビニルアセテート樹脂カンパニー 鶴海事業所化工機製作グループ 鹿島事業所

企画管理部 鶴海事業所生産・技術管理グループ 総務部

生産技術統括本部 鶴海事業所総務部 環境安全部

国際事業部 鶴海事業所環境安全部 設備技術部

ポバール樹脂事業部 鶴海事業所技術部 イソプレン生産技術部

ポバール樹脂販売部 ケミカル研究開発部

グローバルオペレーショングループ 繊維カンパニー エラストマー生産技術部

プロダクトマネジメントグループ 企画管理部 エラストマー研究開発部

倉敷事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙ研究開発部 クラレ西条㈱ 成形部材生産開発部

岡山事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙ･ｴﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部 生産技術統括本部

新潟事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部 生産技術統括部 鶴海事業所

エバール事業部 倉敷事業所繊維素材企画開発部 総務部

エバール樹脂販売部 品質保証部 環境安全部

フィルム販売部 繊維資材事業部 技術部

グローバルマーケティンググループ 原料資材第一部 活性炭生産部

岡山事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙ･ｴﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部 原料資材第二部 電池材料生産部

倉敷事業所エバール研究開発部 機能素材部 機能材加工部

倉敷事業所クラリスタ生産部 機能テキスタイル部 化工機製作グループ

生産管理部 生産・技術管理グループ

岡山事業所ﾋﾞﾆﾛﾝ生産技術部

岡山事業所産資開発部

クラレ玉島㈱

クラレ岡山スピニング㈱
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２－２．人事異動（２０１７年１月１日付）
(2016年11月24日に別途発表している本部レベル以上の人事異動については、重複記載しておりません）

【株式会社クラレ】
新職名 現職名 氏名

経営企画室経営企画部次長 イソプレンカンパニー
イソプレンケミカル事業部
ファインケミカル販売部長

高橋　和喜

　
経営企画室ＩＲ・広報部長 ビニルアセテート樹脂カンパニー

エバール事業部エバール樹脂販売部長
植垣　文雄

　
管理部門総務・人事本部長 管理部門総務・人事本部長 松井　茂

兼 管理部門総務・人事本部大阪総務部長
　
管理部門総務・人事本部大阪総務部次長 管理部門総務・人事本部大阪総務部主管 池田　吉伸

兼 クラレトレーディング株式会社
人事・総務部主任部員

　
管理部門経理・財務本部財務部長 経営企画室経営企画部主管 國谷　正弘

兼 管理部門経理・財務本部財務部
資金管理グループリーダー
　
管理部門購買・物流本部物流部長 管理部門購買・物流本部物流部主管 井上　智矢
　
管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部長 経営企画室ＩＲ・広報部長 井出　章子
　
管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部次長 クラレノリタケデンタル株式会社 瀧川　道夫

兼 管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部 品質保証室長
品質保証グループリーダー 兼 クラレノリタケデンタル株式会社

品質保証室
安全管理課長（新潟駐在）

　
研究開発本部知的財産部長 研究開発本部知的財産部次長（倉敷駐在） 三宅　洋
　
研究開発本部電材事業推進部長 新事業開発本部電材事業推進部長 鈴木　繁昭
　
研究開発本部成形部材事業推進部長 新事業開発本部成形部材事業推進部長 三宅　大介
　
研究開発本部
オープン・イノベーション推進部長

新事業開発本部
オープン・イノベーション推進部長

浜田　健一

　
技術本部企画管理部長 岡山事業所設備技術部長 三村　仁之

兼 岡山事業所設備技術部
認定設備保守管理グループリーダー

　
技術本部設備技術統括部長 技術本部設備技術統括部長 三宅　博文

兼 技術本部設備技術統括部
創新活動推進グループリーダー

兼 技術本部設備技術統括部
設備技術グループリーダー

兼 技術本部設備技術統括部
創新活動推進グループリーダー

　
技術本部設備技術統括部
設備技術グループリーダー

技術本部企画管理部長 中田　国彦

　
アクア事業推進本部マイクロフェード部長 アクア事業推進本部マイクロフェード部 松田　武

兼 アクア事業推進本部マイクロフェード部
生産技術グループリーダー

生産技術グループリーダー

　
アクア事業推進本部技術統括部長 アクア事業推進本部マイクロフェード部長 嶋村　重孝
　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
企画管理部長

MonoSol,LLC 出向 藤原　純一

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
企画管理部長
　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部長

山口　勝正

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部エバール樹脂販売部長
　
イソプレンカンパニー長補佐 ビニルアセテート樹脂カンパニー

企画管理部長
大場　満寿夫

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
企画管理部長

　
イソプレンカンパニー企画管理部次長 イソプレンカンパニー企画管理部主管 山川　健次郎
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イソプレンカンパニー
生産技術統括本部生産技術統括部長 兼

鹿島事業所エラストマー生産技術部長
鹿島事業所エラストマー生産技術部

資延　信雄

ＴＰＵ生産グループリーダー
　
イソプレンカンパニー
イソプレンケミカル事業部
ファインケミカル販売部長

イソプレンカンパニー
イソプレンケミカル事業部
ファインケミカル販売部主管

立花　健治

　
イソプレンカンパニージェネスタ事業部長 イソプレンカンパニージェネスタ事業部長 髙井　信彦

兼 イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部長（東京駐在）

　
イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部長

イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部開発グループリーダー

宗澤　裕二

兼 イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部開発グループリーダー

兼 イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部技術サービスグループリーダー

兼 イソプレンカンパニージェネスタ事業部
開発部技術サービスグループリーダー
　
機能材料カンパニー企画管理部長 繊維カンパニー企画管理部長 福島　健
　
機能材料カンパニー
生産技術統括部長（大阪駐在）

クラレケミカル株式会社経営企画室長 社　秀樹

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部長補佐
　
機能材料カンパニーメタアクリル事業部長 機能材料カンパニーメタアクリル事業部

副事業部長
池森　洋二

兼 機能材料カンパニーメタアクリル事業部
シート販売部長

　
機能材料カンパニーメタアクリル事業部
シート販売部長

機能材料カンパニーメタアクリル事業部
シート販売部シート・複合材販売課長

雨宮　浩一郎

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
副事業部長

クラレケミカル株式会社
活性炭・機能商品事業担当

池側　正

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
電池材料営業・マーケティング部長
（大阪駐在）

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
プロダクトミックスグループリーダー

機能材料カンパニー炭素材料事業部
活性炭営業部長 兼

クラレケミカル株式会社活性炭事業部長
クラレケミカル株式会社東京事業所長

中原　徹

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
活性炭営業部次長（大阪駐在）

クラレケミカル株式会社活性炭事業部
副事業部長

三阪　高保

兼 クラレケミカル株式会社活性炭事業部
大阪営業部長

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
活性炭営業部次長

クラレケミカル株式会社活性炭事業部
東京営業部長

佐藤　竜太郎

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
機能商品営業部長

クラレケミカル株式会社機能商品事業部長 藤澤　明人

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
機能商品営業部次長

クラレケミカル株式会社機能商品事業部
機能商品営業部次長

熊野　武志

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
機能商品営業部大阪営業課長

兼 クラレケミカル株式会社機能商品事業部
機能商品営業部大阪営業課長

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
化工機営業部長（鶴海駐在）

クラレケミカル株式会社
化工機事業部長（鶴海駐在）

松浦　哲彦

兼 鶴海事業所化工機製作グループリーダー 兼 クラレケミカル株式会社
化工機事業部化工機営業部長（鶴海駐在）

兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場化工機部長
　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
電池材料営業・マーケティング部次長

クラレケミカル株式会社機能商品事業部
副事業部長（東京駐在）

田中　誠

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
電池材料営業・マーケティング部

兼 クラレケミカル株式会社機能商品事業部
機能商品営業部長（東京駐在）

キャパシタグループリーダー 兼 クラレケミカル株式会社機能商品事業部
キャパシタグループ部長（東京駐在）

兼 新事業開発本部
エネルギー材料事業推進部主管
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機能材料カンパニー炭素材料事業部
電池材料営業・マーケティング部次長

新事業開発本部
エネルギー材料事業推進部次長

石川　二朗

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
電池材料営業・マーケティング部
ＬｉＢグループリーダー
　
機能材料カンパニー
炭素材料事業部統合推進部長

クラレケミカル株式会社経営企画室
経営管理部長

不破　玲子

兼 機能材料カンパニー
企画管理部次長（大阪駐在）

兼 クラレケミカル株式会社経営企画室
経営管理部管理グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社BHC推進室部長
　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
原料・購買部長

クラレケミカル株式会社経営企画室
原料・購買部長（東京駐在）

田村　憲生

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
炭素材料研究開発部長

クラレケミカル株式会社
鶴海研究開発センター副センター長

山田　隆之

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
炭素材料研究開発部
活性炭開発グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社
鶴海研究開発センター
開発グループリーダー

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
炭素材料研究開発部
電池材料開発グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社
鶴海研究開発センター
キャパシタ材料グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社海外事業・物流統括室
中国事業部長

　
繊維カンパニー企画管理部長 クラレトレーディング株式会社経営企画室長 藤原　勝範

兼 クラレトレーディング株式会社経営企画室
企画管理部長

　
繊維カンパニー生産技術統括本部
品質保証部長

繊維カンパニー生活資材事業部
品質保証グループリーダー

佐藤　政弘

兼 クラレクラフレックス株式会社品質保証課長 兼 繊維カンパニー生産技術統括本部
生産技術統括部主管

兼 クラレクラフレックス株式会社品質保証課長
　
繊維カンパニー生活資材事業部長 繊維カンパニー生活資材事業部長 足立　篤美

兼 クラレクラフレックス株式会社社長 兼 クラレクラフレックス株式会社社長
兼 クラレクラフレックス株式会社ＳＪ推進部長

　
倉敷事業所ポバール研究開発部長 Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd. 仲前　昌人

出向
　
倉敷事業所エバール研究開発部長 倉敷事業所ＰＶＢ開発部長 尾下　竜也

兼 倉敷事業所クラリスタ生産部長
　
倉敷事業所ＰＶＢ開発部長 倉敷事業所ＰＶＢ開発部主管 楠藤　健
　
倉敷事業所繊維素材企画開発部長 繊維カンパニー生産技術統括本部

マーケッティングチーム主管（大阪駐在）
田中　次郎

　
岡山事業所クラリーノ生産・技術開発部長 岡山事業所クラリーノ開発部長 永山　励
　
岡山事業所クラリーノ開発部長 岡山事業所クラリーノ生産・技術開発部長 中西　信二

兼 岡山事業所クラリーノ開発部
要素技術グループリーダー
　
岡山事業所環境安全部長 岡山事業所環境安全部環境安全課長 徳田　佳弘
　
岡山事業所設備技術部長 岡山事業所設備技術部 井垣　匡裕

兼 岡山事業所設備技術部 ポバール・エバール設備技術グループリーダー
認定設備保守管理グループリーダー 兼 岡山事業所設備技術部

認定設備保守管理グループ主管
　
新潟事業所ポバール生産・技術開発部長 岡山事業所

ポバール・エバール生産・技術開発部
生産第一課長

下山田　健二

　
新潟事業所
ファインケミカル生産・技術・開発部長

新潟事業所
ファインケミカル生産技術部長

北山　勝彦

兼 新潟事業所
ファインケミカル研究開発部長
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鹿島事業所イソプレン生産技術部長 鹿島事業所イソプレン生産・技術・開発部長 西村　望
兼 鹿島事業所ケミカル研究開発部長

　
鹿島事業所エラストマー生産技術部長 イソプレンカンパニー 酒井　重雄

兼 鹿島事業所エラストマー生産技術部 生産技術統括本部生産技術統括部長
ＴＰＵ生産グループリーダー
　
鶴海事業所環境安全部長 クラレケミカル株式会社鶴海工場環境安全部長 河合　勉
　
鶴海事業所活性炭生産部長 クラレケミカル株式会社鶴海工場生産部長 吉田　寛

兼 鶴海事業所生産・技術管理グループリーダー 兼 クラレケミカル株式会社経営企画室
生産技術統括部長（鶴海駐在）

　
鶴海事業所活性炭生産部次長 クラレケミカル株式会社鶴海工場生産部次長 須藤　正光

兼 鶴海事業所
活性炭生産部ＡＣ生産課長

兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場
生産部ＡＣ生産課長

兼 鶴海事業所
電池材料生産部次長

兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場
ＢＨＣ生産・管理部次長

兼 新事業開発本部
エネルギー材料事業推進部主管（鶴海駐在）

　
鶴海事業所電池材料生産部長 クラレケミカル株式会社鶴海工場

ＢＨＣ生産・管理部長
小役丸　健一

兼 クラレケミカル株式会社鶴海研究開発センター
ＬｉＢ材料グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社
BHC推進室部長（鶴海駐在）

　
鶴海事業所
機能材加工部長

クラレケミカル株式会社鶴海工場
生産部加工課長

川崎　修治

兼 鶴海事業所
機能材加工部加工課長

兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場
生産部加工課上道事務所長

兼 鶴海事業所
機能材加工部加工課上道事務所長
　
鶴海事業所総務部長 クラレケミカル株式会社経営企画室 津島　哲也

兼 鶴海事業所 品質保証センター長（鶴海駐在）
品質保証課長 兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場総務部長

鶴海事業所化工機製作グループ次長 クラレケミカル株式会社鶴海工場化工機部次長 小池　聡
　
鶴海事業所技術部長 クラレケミカル株式会社鶴海工場技術部長 越智　謙一郎

兼 鶴海事業所技術部
技術開発グループリーダー

兼 クラレケミカル株式会社鶴海工場技術部
技術開発グループリーダー

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
原料・購買部主管（鶴海駐在）

兼 クラレケミカル株式会社経営企画室
原料・購買部主管（鶴海駐在）

　
可樂麗管理（上海）有限公司総経理 機能材料カンパニー企画管理部長 橋本　泰弘

兼 可樂麗国際貿易（上海）有限公司総経理 兼 クラレノリタケデンタル株式会社社長補佐
　
Cenapro Chemical Corporation 副社長 クラレケミカル株式会社 真野　信太郎

海外事業・物流統括室長
兼 クラレケミカル株式会社

海外事業・物流統括部長
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

経営企画室次長
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【クラレテクノ株式会社】
東京支社長補佐 株式会社クラレ

管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部長
江端　巌

　
倉敷営業所長 株式会社クラレ 山本　忠宏

兼 倉敷営業所生産部長 管理部門ＣＳＲ本部環境安全センター長
兼 倉敷営業所物流部長

　

【クラレノリタケデンタル株式会社】
社長 社長 有川　清之

兼 マーケティング・営業本部長
　
社長補佐 技術本部新潟開発部長 河島　光伸

兼 株式会社クラレ新潟事業所
ファインケミカル研究開発部主管

　
品質保証室長 品質保証室薬事課長 大原　康次郎

兼 品質保証室安全管理課長（新潟駐在）

営業本部長 マーケティング・営業本部国内営業部長 山口　里志
兼 営業本部国内営業部長

　
営業本部国内営業部次長 マーケティング・営業本部国内営業部次長 渡辺　俊介

兼 営業本部国内営業部
東京営業課長

兼 マーケティング・営業本部国内営業部
東京営業課長

　
営業本部海外営業部長 マーケティング・営業本部海外営業部長 鈴木　学

兼 営業本部海外営業部２課長
　
企画開発部長 マーケティング・営業本部企画開発部長 中塚　和光
　
技術本部長 技術本部新潟生産部長 植田　憲二

兼 技術本部新潟生産部長 兼 新潟事業所長
兼 新潟事業所長

　
技術本部副本部長 技術本部三好開発部長 山田　芳久

兼 技術本部三好開発部長 兼 技術本部三好開発部開発グループリーダー
兼 三好事業所長

　
技術本部新潟開発部長 技術本部新潟開発部

修復グループリーダー
石野　博重

兼 株式会社クラレ新潟事業所
ファインケミカル研究開発部主管

　
技術本部新潟生産部次長 技術本部新潟生産部生産課長 国司　英人

兼 技術本部新潟生産部生産課長
　
技術本部三好生産部長 技術本部三好生産部主管 鈴木　健一

兼 技術本部三好生産部生産一課長
　

【クラレクラフレックス株式会社】
社長補佐 販売第二部長 近藤　昭彦
　
販売第二部長 販売第二部製品販売課長 川﨑　靖哉
　

【クラレファスニング株式会社】
社長 社長 田野倉　孔

兼 営業本部長 兼 営業本部長
兼 営業本部販売部長 兼 営業本部販売部長

兼 企画管理部長

社長補佐 丸岡工場長 田中　孝明
兼 企画管理部長 兼 丸岡工場商品開発部長
兼 品質保証課長

丸岡工場長 株式会社クラレ 林　英男
兼 丸岡工場商品開発部長 倉敷事業所繊維素材企画開発部長

　

　以　上
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