
2017年 12月 18日

株式会社クラレ

組織改定および人事異動の件（2018年 1月 1日付）

当社は次の通り、2018 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

2017年 11月 21日に別途発表しております。

１．組織改定の内容

【研究開発本部】

つくば研究センター内の技術開発シナジーを強化するため、光学材料開発グループを発展的に

解消し、高分子材料研究所および成形・加工研究所に統合する。

【技術本部】

１．全社の研究開発、生産技術領域のデジタル戦略を技術本部主導で統括的に推進するために、

デジタル戦略統括部を新設する。

２．電気・計装技術を強化するため、設備技術統括部内に電気・計装技術を一元管理する電装

技術グループを新設する。

【ビニルアセテート樹脂カンパニー】

（生産技術統括本部）

ビニルアセテート樹脂カンパニーの事業拡大に伴い、各事業部へのサポートを強化するため、

生産技術統括部、研究開発・品質統括部を新設する。

（ポバール樹脂事業部）

グローバルな販売統括管理の機能強化、ならびにグローバルな新規市場開発の支援を推進する

ために、ポバール樹脂販売部をポバール樹脂販売統括部に改組するとともに、販売を強化する

ため、ポバール樹脂販売機能をクラレトレーディング株式会社ポバール事業部へ移管する。

（エバール事業部）

＜クラリスタ＞の生産運営効率化および生産技術開発強化のため、倉敷事業所クラリスタ生産

部を廃止し、その機能を倉敷事業所エバール研究開発部に移管する。

【ビニルアセテートフィルムカンパニー】

（生産技術統括本部）

ビニルアセテートフィルムカンパニーの事業拡大に伴い、各事業部へのサポートを強化するた

め、生産技術統括部、研究開発・品質統括部を新設する。



【イソプレンカンパニー】

（イソプレンケミカル事業部）

１．当社独自製品や機能化学品の販売を強化するため、ファインケミカル販売部を機能化学品

販売部に改組する。

２．スペシャリティケミカル製品の生産技術開発、研究開発を強化するため、新潟事業所ファ

インケミカル生産・技術・開発部を新潟事業所スペシャリティケミカル生産・技術・開発

部に改組する。

【機能材料カンパニー】

（炭素材料事業部）

１．2017 年 1 月 1 日に吸収合併したクラレケミカル株式会社の炭素材料事業への統合が完了し

たため、統合移行期間中の対応として整備した組織体制を変更する。

①統合推進部を廃止する。

②鶴海事業所総務部、鶴海事業所技術部、鶴海事業所環境安全部を、炭素材料事業部から

各職能を所管する本部（総務・人事本部、購買・物流本部、技術本部、環境安全センター）

へ移管する。これに伴い、鶴海事業所技術部は鶴海事業所設備技術部に改組する。

２．業務効率化のため、鶴海事業所生産・技術管理グループの機能を鶴海事業所活性炭生産部

および鶴海事業所機能材加工部に移管する。

【繊維カンパニー】

（生産技術統括本部）

開発業務の活性化と人材活用のために、岡山事業所産資開発部を繊維資材事業部から繊維カン

パニー生産技術統括本部に移管する。

（繊維資材事業部）

ベクトラン事業のグローバル展開を加速させるため、同事業を機能素材部に集中させる。

これに伴い、原料資材第三部を新設し、機能素材部と原料資材第二部が担っているビニロンフ

ィラメントの販売機能を移管する。

【西条事業所】

西条事業所の規模拡大に対応するため、総務課を総務部に、環境安全課を環境安全部に改組す

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　２０１８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

社長 企画管理部 西条事業所ＭＢ生産開発部

生産技術統括本部 クラレクラフレックス㈱

業務監査室 生産技術統括部 販売第一部

研究開発・品質統括部 販売第二部

経営企画室 国際事業部 岡山工場

経営企画部 ポバールフィルム事業部 クラレファスニング㈱

ＩＲ・広報部 ポバールフィルム販売部 営業本部

マーケティンググループ ポバールフィルム品質・技術統括部 丸岡工場

ＣＳＲ本部 倉敷事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙﾌｨﾙﾑ研究開発部

ＣＳＲ・品質保証部 倉敷事業所ﾌｨﾙﾑ生産・技術開発部 倉敷事業所

法務部   西条事業所ﾌｨﾙﾑ生産・技術開発部 西条事業所

ＷＳフィルム事業部 岡山事業所

管理部門 ＰＶＢ事業部 新潟事業所

ＰＶＢ販売部 鹿島事業所

総務・人事本部 倉敷事業所ＰＶＢ開発部 鶴海事業所

総務部

人事部 イソプレンカンパニー 大阪本社

大阪総務部 企画管理部

人材開発部 新拠点設立推進部 Kuraray America, Inc.

生産技術統括本部 Kuraray Europe GmbH

経理・財務本部 生産技術統括部 Kuraray Asia Pacific Pte. Ltd.

経理部 イソプレンケミカル事業部 可楽麗管理（上海）有限公司

財務部 化学品販売部 Kuraray India Private Limited

大阪経理財務部 機能化学品販売部 Kuraray South America Ltda.

ＩＴ統括部 化学品開発部 Kuraray (Thailand) Co., Ltd.

新潟事業所ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ生産･技術･開発部

購買・物流本部 鹿島事業所ｲｿﾌﾟﾚﾝ生産技術部

原料部 鹿島事業所ｹﾐｶﾙ研究開発部 監査役 監査役スタッフ

機材部 エラストマー事業部

物流部 セプトン販売企画部 （以下事業所組織）

ポリマー販売部 倉敷事業所

研究開発本部 クラリティ事業推進部 総務部

企画管理部 エラストマー開発マーケティング部 環境安全部

市場開発部 新潟事業所ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ生産･技術･開発部 動力部

知的財産部 鹿島事業所エラストマー生産技術部 設備技術部

くらしき研究センター 鹿島事業所エラストマー研究開発部 膜・モジュール生産技術開発部

合成研究所 ジェネスタ事業部 機能製品開発部

酢ビ系高分子研究所 営業部 フィルム生産・技術開発部

構造・物性研究所 商品管理部 ポバール研究開発部

電池材料研究所 開発部 ポバールフィルム研究開発部

つくば研究センター 鹿島事業所ｲｿﾌﾟﾚﾝ生産技術部 エバール研究開発部

高分子材料研究所 ｸﾗﾚ西条㈱樹脂生産技術部 ＰＶＢ開発部

成形・加工研究所 繊維素材企画開発部

フィルム・シートプロジェクトチーム 機能材料カンパニー

電材事業推進部 企画管理部 西条事業所

西条事業所電材生産開発部 生産技術統括部 総務部

成形部材事業推進部 メタアクリル事業部 環境安全部

鹿島事業所成形部材生産開発部 化成品・樹脂販売部 動力部

倉敷事業所機能製品開発部 シート販売部 設備技術部

商品統括部 ゲル・担体生産技術開発部

アクア事業推進本部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙ機能材料生産部 電材生産開発部

企画管理部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙｼｰﾄ部材生産部 フィルム生産・技術開発部

技術統括部 新潟事業所ﾒﾀｱｸﾘﾙ開発部 ＭＢ生産開発部

アクア販売部 メディカル事業部

マイクロフェード部 バイオマテリアル部 岡山事業所

倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部 クラレノリタケデンタル㈱ 総務部

西条事業所ゲル・担体生産技術開発部 品質保証室 環境安全部

クラレアクア㈱ 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 動力部

企画開発部 設備技術部

技術本部 技術本部 ビニロン生産技術部

企画管理部 炭素材料事業部 産資開発部

海外技術統括部 国内営業部 クラリーノ生産・技術開発部

設備技術統括部 海外営業部 クラリーノ開発部

設備技術グループ 電池材料営業・マーケティング部 ﾎﾟﾊﾞｰﾙ･ｴﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部

エンジニアリンググループ 市場開発部

電装技術グループ 原料・購買部 新潟事業所

動力統括部 炭素材料研究開発部 総務部

デジタル戦略統括部 鶴海事業所活性炭生産部 環境安全部

技術開発センター 鶴海事業所電池材料生産部 動力部

化学プロセス開発グループ 鶴海事業所機能材加工部 設備技術部

成形技術開発グループ ポバール生産・技術開発部

繊維カンパニー メタアクリル機能材料生産部

環境安全センター 企画管理部 メタアクリルシート部材生産部

クラレ西条㈱ メタアクリル開発部

ビニルアセテート樹脂カンパニー 生産技術統括本部 ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｹﾐｶﾙ生産・技術・開発部

企画管理部 生産技術統括部

生産技術統括本部 倉敷事業所繊維素材企画開発部 鹿島事業所

生産技術統括部 岡山事業所産資開発部 総務部

研究開発・品質統括部 品質保証部 環境安全部

国際事業部 クラリーノ事業部 設備技術部

ポバール樹脂事業部 先端マテリアル部 イソプレン生産技術部

ポバール樹脂販売統括部 ライフスタイルマテリアル部 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 生産・加工管理部 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 岡山事業所ｸﾗﾘｰﾉ生産･技術開発部 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 岡山事業所ｸﾗﾘｰﾉ開発部 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 繊維資材事業部

新潟事業所ﾎﾟﾊﾞｰﾙ生産･技術開発部 原料資材第一部 鶴海事業所

エバール事業部 原料資材第二部 総務部

エバール樹脂販売部 原料資材第三部 環境安全部

フィルム販売部 機能素材部 設備技術部

品質・技術統括部 機能テキスタイル部 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 生産管理部 電池材料生産部

倉敷事業所エバール研究開発部 岡山事業所ﾋﾞﾆﾛﾝ生産技術部 機能材加工部

クラレ玉島㈱

クラレ岡山スピニング㈱



２－２．人事異動（２０１８年１月１日付）
(2017年11月21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主管 クラレサウスアメリカ社長 帆足　昭洋
　
ＣＳＲ本部長 管理部門ＣＳＲ本部長 藤波　智
　
ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部長 管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部長 井出　章子
　
ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部次長 管理部門ＣＳＲ本部ＣＳＲ・品質保証部次長 瀧川　道夫
　
ＣＳＲ本部法務部長 管理部門ＣＳＲ本部法務部長 永井　靖
　
管理部門購買・物流本部長 イソプレンカンパニーエラストマー事業部長 高野　浩一

兼 管理部門購買・物流本部
購買・物流企画グループリーダー

兼 イソプレンカンパニーエラストマー事業部
セプトン販売企画部長

　
管理部門購買・物流本部原料部長 管理部門購買・物流本部機材部長 今井　知也
　
管理部門購買・物流本部機材部長 管理部門購買・物流本部原料部長 松川　英行
　
研究開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所長

研究開発本部企画管理部主管 田村　興造

　
アクア事業推進本部企画管理部長 アクア事業推進本部技術統括部長 嶋村　重孝

兼 アクア事業推進本部技術統括部長
　
技術本部設備技術統括部
設備技術グループリーダー

技術本部技術開発センター
成形技術開発グループリーダー

前田　聡

　
技術本部設備技術統括部
電装技術グループリーダー

技術本部設備技術統括部
設備技術グループ主管

石野　浩

兼 技術本部動力統括部主管 兼 技術本部動力統括部主管
兼 岡山事業所動力部主管

　
技術本部動力統括部長 技術本部動力統括部長 金道　正裕

兼 技術本部デジタル戦略統括部長
　
技術本部デジタル戦略統括部
デジタル戦略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

中田　国彦

　
技術本部技術開発センター
成形技術開発グループリーダー

技術本部技術開発センター
成形技術開発グループ主管

新谷　昌孝

　
環境安全センター長 管理部門ＣＳＲ本部環境安全センター長 木戸　洋一
　
ビニルアセテート樹脂カンパニー副カンパニー長 ビニルアセテート樹脂カンパニー副カンパニー長 渡邊　知行

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部長

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部長

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部ポバール樹脂販売統括部長

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部ポバール樹脂販売部長

　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
企画管理部次長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
企画管理部主管

井上　雅演

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
企画管理部次長

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
企画管理部主管

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
企画管理部ポバールグループリーダー

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
企画管理部ポバールグループリーダー

　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部生産技術統括部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部主管

中野　賢一

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部生産技術統括部長

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部主管

　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部研究開発・品質統括部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部主管

大木　弘之

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部研究開発・品質統括部長

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部主管

　
ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部
グローバルオペレーショングループリーダー

ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部
プロダクトマネジメントグループリーダー

大野　智浩

　
イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部
機能化学品販売部長

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長

立花　健治
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イソプレンカンパニーエラストマー事業部
セプトン販売企画部長

イソプレンカンパニーエラストマー事業部
セプトン販売企画部主管

都倉　良太

兼 イソプレンカンパニー新拠点設立推進部主管 兼 イソプレンカンパニー新拠点設立推進部主管
　
イソプレンカンパニーエラストマー事業部
ポリマー販売部長

イソプレンカンパニーエラストマー事業部
ポリマー販売部主管

竹内　寛和

　
機能材料カンパニー企画管理部次長
（大阪駐在）

機能材料カンパニー炭素材料事業部
統合推進部長

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）

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部長補佐
（鶴海駐在）

機能材料カンパニー炭素材料事業部長補佐
（鶴海駐在）

大塚　清人

兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部
市場開発部長（鶴海駐在）
　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
海外営業部次長

アクア事業推進本部
マイクロフェード部販売グループリーダー

宮澤　伸治

　
機能材料カンパニー炭素材料事業部
市場開発部次長

機能材料カンパニー炭素材料事業部
市場開発部市場開発グループリーダー

石川　賢一

　
繊維カンパニー生産技術統括本部 岡山事業所ビニロン生産技術部長 柏木　俊二
生産技術統括部長 兼 岡山事業所ビニロン生産技術部

兼 繊維カンパニー繊維資材事業部
生産管理部長

ＶＩＰプロジェクトチームリーダー

　
繊維カンパニークラリーノ事業部副事業部長
（岡山駐在）

機能材料カンパニークラリーノ事業部副事業部長
（岡山駐在）

中野　学

　
繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部次長

機能材料カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部次長

森中　誠

兼 繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部販売課長

兼 機能材料カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部販売課長

繊維カンパニークラリーノ事業部
ライフスタイルマテリアル部長

機能材料カンパニークラリーノ事業部
ライフスタイルマテリアル部長

本田　省治

兼 繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部長

兼 機能材料カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部長

　
繊維カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部長

機能材料カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部長

安藤　秀一

　
繊維カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部次長

機能材料カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部次長

芦田　哲哉

　
繊維カンパニー繊維資材事業部
原料資材第三部長

繊維カンパニー繊維資材事業部
機能素材部長

小林　敬幸

　
繊維カンパニー繊維資材事業部
機能素材部長

繊維カンパニー繊維資材事業部
機能素材部機能素材課長

鈴木　潮

　
倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部長 可樂麗禾欣環保科技(嘉興)有限公司出向 垣内　智樹
　
倉敷事業所フィルム生産・技術開発部長 技術本部設備技術統括部

エンジニアリンググループ主管（倉敷駐在）
笹井　弘治

兼 倉敷事業所フィルム生産・技術開発部主管
　
倉敷事業所エバール研究開発部長 倉敷事業所エバール研究開発部長 尾下　竜也

兼 倉敷事業所クラリスタ生産部長
　
倉敷事業所環境安全部長 倉敷事業所環境安全部環境安全課主管 林原　太津彦
　
西条事業所総務部長 社会福祉法人石井記念愛染園出向 島本　智之
　
西条事業所環境安全部長 倉敷事業所環境安全部長 武田　康宏
　

兼
岡山事業所ビニロン生産技術部長
岡山事業所ビニロン生産技術部

繊維カンパニー生産技術統括本部
生産技術統括部長

吉岡　謙一

ＶＩＰプロジェクトチームリーダー 兼 繊維カンパニー繊維資材事業部生産管理部長
　
岡山事業所設備技術部次長 岡山事業所設備技術部 平井　昭一

兼 岡山事業所設備技術部
クラリーノ／クラフレックス設備技術
グループリーダー

クラリーノ／クラフレックス設備技術
グループリーダー
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新潟事業所
スペシャリティケミカル生産・技術・開発部長

新潟事業所
ファインケミカル生産・技術・開発部長

北山　勝彦

　
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
　
鹿島事業所ケミカル研究開発部長 新潟事業所ファインケミカル生産・技術・開発部

新規材料研究開発グループリーダー
中山　修

　
鹿島事業所環境安全部長 鹿島事業所環境安全部環境安全課長 流田　勝志

兼 鹿島事業所環境安全部環境安全課長
　
鶴海事業所環境安全部長 西条事業所環境安全課長 古田　祐一郎
　
鶴海事業所活性炭生産部長 鶴海事業所環境安全部長 河合　勉
　
鶴海事業所設備技術部長 鶴海事業所技術部長 越智　謙一郎

兼 鶴海事業所技術部設備技術グループリーダー
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）
　
クラレテクノ株式会社西条営業所長 倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部長 岡　憲二
　
クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部長

クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部長

小野田　明俊

兼 繊維カンパニークラリーノ事業部長付 兼 機能材料カンパニークラリーノ事業部長付
　
クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部クラリーノ販売部長

クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部クラリーノ販売部長

石原　義夫

兼 クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部クラリーノ販売部
衣料・軽工品グループリーダー

兼 クラレトレーディング株式会社
クラリーノ事業部クラリーノ販売部
衣料・軽工品グループリーダー

兼 機能材料カンパニークラリーノ事業部長付
　
クラレトレーディング株式会社
経営管理本部海外統括部主席部員

経営企画室経営企画部
海外事業企画グループリーダー

吉住　有司
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【クラレテクノ株式会社】
新職名 現職名 氏名

西条営業所長 株式会社クラレ
倉敷事業所膜・モジュール生産技術開発部長

岡　憲二

　

【クラレクラフレックス株式会社】
新職名 現職名 氏名

販売第一部長 販売第二部長 川﨑　靖哉
兼 販売第一部三課長

　
販売第二部長 クラレファスニング株式会社

営業本部長
玉置　孝二

兼 クラレファスニング株式会社
営業本部販売部長

　

【クラレファスニング株式会社】
新職名 現職名 氏名

企画管理部長 丸岡工場生産部長 山川　樹
兼 品質保証課長 兼 丸岡工場生産部ＭＬ生産課長
兼 企画管理部生産管理グループリーダー
兼 株式会社クラレ

繊維カンパニー生産技術統括本部品質保証部主管

営業本部長 クラレクラフレックス株式会社
販売第一部長

大平　一夫

兼 クラレクラフレックス株式会社
販売第一部三課長

営業本部販売部長 営業本部販売部東京販売課長 小川　史郎
　
丸岡工場生産部長 株式会社クラレ 上畠　章裕

兼 丸岡工場生産部ＭＬ生産課長 倉敷事業所繊維素材企画開発部主管
　

　以　上
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