2021 年 12 月 16 日
株式会社クラレ

組織改定および人事異動の件（2022 年 1 月 1 日付）
当社は次の通り、2022 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
2021 年 11 月 25 日に別途発表しております。
１．組織改定の内容
【経営企画室】
・全社の組織横断プロジェクトを推進するため、
「経営企画部」に「戦略推進グループ」を新設す
る。
・全社横断の IT プロジェクトを推進するため、
「IT 統括部」を「経理・財務本部」から「経営企
画室」に移管する。
・
「マーケティンググループ」を廃止し、その機能を、新設する「イノベーションネットワーキン
グセンター」
「グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室」および「IR・広報部」に
移管する。
・デジタルトランスフォーメーション(DX)を全社的に推進するため、
「GDX 推進チーム」を廃止
し、その機能を新設する「グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室」に移管する。
【サステナビリティ推進本部】
・事業活動と密接に連携したサステナビリティ推進活動を強化するため、
「CSR 部」を「サステ
ナビリティ推進部」に改組する。
・リスク・コンプライアンス管理を充実するため、
「サステナビリティ推進部」に「リスク・コン
プライアンスグループ」を新設する。
【グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室】
・デジタル戦略を支える経営基盤として IT セキュリティを含むグローバル IT ガバナンスを構築、
強化するため、「IT ガバナンスグループ」を新設する。
・営業、マーケティング活動でのデータ活用を推進するため、「経営企画室マーケティンググル
ープ」の「GCRM 推進チーム」を改組し、「グローバルデジタルトランスフォーメーション推
進室」に「GCRM 推進グループ」を新設する。
・統計、データ分析、プログラミングによってデータの価値を最大限に引き出し、意思決定をサ
ポートするため、「データアナリティクスグループ」を新設する。
・全社デジタルトランスフォーメーション推進に関する各種のプロジェクトを包括的に管理する
ため、「DX プロジェクト管理グループ」を新設する。
【購買・物流本部】
・
「ビニルアセテート樹脂カンパニー」および「ビニルアセテートフィルムカンパニー」から「国
際事業部グローバル VAM 戦略・購買グループ」を「グローバル企画グループ」に移管し、
「国
際事業部グローバル物流グループ」を「グローバル物流部」に改組する。

・
「グローバル企画グループ」は、その機能を「原料部」に移管再編し、特にグローバルな管理が
求められる原料（VAM 以外も含む）に関し、クラレグループ全体での企画及び調達業務を行う。
【イノベーションネットワーキングセンター】
・戦略のアップデートおよび全社イノベーションの仕組み作りに向けた主要プロジェクトを企画
立案し推進するため、「戦略推進部」を新設する。
・各組織間および顧客との連携を促し、新事業創出に向けた協業を加速化するため、「ネットワ
ーキング部」を新設する。
【研究開発本部】
・電池材料に限らず、広く環境・エネルギーに関連する領域へ研究開発対象を広げるため、
「電池
材料研究所」を「環境・エネルギー研究所」に改組する。
【技術本部】
・開発テーマの早期設備化検討を推進するため、
「生産プロセス・設備開発推進部」を新設する。
【ビニルアセテート樹脂カンパニー】
（エバール事業部）
・市場開発機能を強化するため、
「市場開発部」を新設する。
・
「グローバルオペレーショングループ」を廃止し、その機能を「エバール樹脂販売部」と「市場
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】
（高機能中間膜事業部）
・
「PVB 事業部」を「高機能中間膜事業部」へ改称する。それに伴い、
「PVB 販売部」を「高機
能中間膜販売部」へ改称する。
【機能材料カンパニー】
（環境ソリューション事業部）
・市場開発を加速するため「環境素材部マーケティング・テクニカルサポートグループ」を「環
境素材部マーケティンググループ」と事業部直下の
「テクニカルサポートグループ」に再編する。
・「活性炭生産部加工課」と「電池材料生産部 YP 生産課」を統合し、人間生活と自然との調和・
共存を目指した付加価値のある機能性加工商品を生産する「エコロジー材料生産部」を新設する。
・「炭素材料研究開発部」に「電池材料生産部 KN 生産・開発グループ」を吸収し、基礎研究の
強化による新機能材料の開発および先端技術の組み合わせによる地球規模の環境保全などの課
題解決に繋がる高機能性商品の開発を行う「環境ソリューション研究開発部」に改組する。
（アクア事業推進本部）
・機能材料カンパニーに編入するとともに、
「海外営業部」
「膜販売グループ」の機能を統合再編
し、水処理中空糸膜製品を販売する「アクア営業部」を新設する。

【繊維カンパニー】
（クラリーノ事業部）
・サプライチェーンの強化とアジアシフトを加速させるため、
「ライフスタイルマテリアル部靴資
材課」を「フットウェアマテリアル部」に改組する。
・
「ライフスタイルマテリアル部」に「モビリティグループ」を新設し、自動車用途、IT 用途の
開発・開拓に注力し、「先端マテリアル部」は廃止する。
・開発機能の効率化と機能向上のため、
「生産・加工管理部成形開発グループ」と「加工開発グル
ープ」を統合再編し、
「クラリーノ開発部」に移管する。

２．改定後の組織図および人事異動
別紙の通り。
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２－２．人事異動（２０２２年１月１日付）
(2021年11月25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】
経営企画室長補佐

新職名

現職名
経営企画室マーケティンググループ主管

氏名
中東 孝夫

経営企画室経営企画部次長

管理部門購買・物流本部機材部長

松川

英行

経営企画室ＩＴ統括部長

管理部門経理・財務本部ＩＴ統括部
企画開発グループリーダー

薮田

寿夫

経営企画室ＩＴ統括部主管

管理部門経理・財務本部ＩＴ統括部長

谷

祥之介

サステナビリティ推進本部長

ＣＳＲ本部長
兼 ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長

井出

章子

サステナビリティ推進本部長補佐

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
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

大木

弘之

サステナビリティ推進本部サステナビリティ推進部長

ＣＳＲ本部ＣＳＲ部主管

伊達

毅

サステナビリティ推進本部品質マネジメント部長

ＣＳＲ本部品質マネジメント部長

矢田

和之

サステナビリティ推進本部法務部長

経営企画室経営企画部主管

吉冨

亮弘

サステナビリティ推進本部法務部主管

ＣＳＲ本部法務部長

永井

靖

グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室
ＩＴガバナンスグループリーダー（大阪駐在）
兼 グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室
データアナリティクスグループリーダー（大阪駐在）

管理部門経理・財務本部ＩＴ統括部
運用・技術グループリーダー
兼 経営企画室グローバルデジタルトランスフォーメーショ
ン推進チーム主管（大阪駐在）

高原

泰弘

経理・財務本部長
兼 経理・財務本部財務部長

管理部門経理・財務本部経理部長
兼 管理部門経理・財務本部経理部
経理企画グループリーダー

難波

憲明

経理・財務本部経理部長

管理部門経理・財務本部財務部長

國谷

正弘

野本

健司

総務・人事本部総務部長
兼 総務・人事本部総務部秘書グループリーダー
総務・人事本部研修所研修第１グループ主管
総務・人事本部大阪総務部長
兼 クラレ健康保険組合
総務・人事本部人材開発部次長（大阪駐在）
購買・物流本部原料部
グローバル企画グループリーダー

購買・物流本部機材部長
購買・物流本部グローバル物流部長

管理部門総務・人事本部大阪総務部長
兼 クラレ健康保険組合
研究開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所長

鍛冶屋敷

強

新潟事業所総務部長

桃谷

雄志

管理部門総務・人事本部人材開発部主管（大阪駐在）

玉置

孝二

濃口

浩治

菅浦

利之

ビニルアセテート樹脂カンパニー国際事業部
グローバルＶＡＭ戦略・購買グループリーダー
兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
国際事業部主管
管理部門購買・物流本部機材部主管
ビニルアセテート樹脂カンパニー
国際事業部グローバル物流グループリーダー
兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
国際事業部グローバル物流グループリーダー
兼 管理部門購買・物流本部物流部主管

折戸

靖

購買・物流本部グローバル物流部
リージョナル物流グループリーダー

管理部門購買・物流本部物流部長

矢倉

和紀

イノベーションネットワーキングセンター
ネットワーキング部長

機能材料カンパニー
生産技術統括本部研究開発・品質統括部長

浜田

健一

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）

研究開発本部知的財産部次長（倉敷駐在）

研究開発本部知的財産部主管（倉敷駐在）

小野

陽二

研究開発本部くらしき研究センター
高分子研究所長

研究開発本部企画管理部
Ｒ＆Ｄ企画グループリーダー

犬伏

康貴
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三宅

洋

研究開発本部くらしき研究センター
環境・エネルギー研究所長

研究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 研究開発本部くらしき研究センター
電池材料研究所長

前川

一彦

研究開発本部くらしき研究センター
環境・エネルギー研究所主管

研究開発本部ベクスター事業推進部長（倉敷駐在）

西山

正一

研究開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所長

研究開発本部つくば研究センター
高分子材料研究所主管

中原

淳裕

研究開発本部ベクスター事業推進部長

研究開発本部ベクスター事業推進部販売課長

技術本部海外技術統括部長

西条事業所設備技術部長
兼 クラレ西条株式会社
社長付

友野

健

大熊

宏和

技術本部生産プロセス・設備開発推進部長

技術本部技術開発センター
化学プロセス開発グループリーダー

嶋村

重孝

技術本部設備技術統括部
設備管理統括グループリーダー

技術本部設備技術統括部
設備技術グループリーダー

井垣

匡裕

技術本部設備技術統括部
設計統括グループリーダー

技術本部設備技術統括部
エンジニアリンググループリーダー

小田

義弘

技術本部設備技術統括部
電装統括グループリーダー
兼 技術本部動力統括部主管
技術本部技術開発センター
化学プロセス開発グループリーダー
ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部研究開発・品質統括部長（倉敷駐在）
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（倉敷駐在）
兼 ＩＰマネジメントセンター主管（倉敷駐在）

技術本部設備技術統括部
電装技術グループリーダー
兼 技術本部動力統括部主管

石野

浩

技術本部技術開発センター
化学プロセス開発グループ主管

江口

賢

倉敷事業所ＰＶＢ開発部長

楠藤

健

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

倉敷事業所ポバール研究開発部長

加藤

雅己

ビニルアセテート樹脂カンパニー
ポバール樹脂事業部
グローバル生産技術グループリーダー

岡山事業所ポバール・エバール生産・技術開発部長

中野

賢一

ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部主管

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

羽田

泰彦

倉敷事業所エバール研究開発部長

尾下

竜也

資延

信雄

ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部市場開発部長
兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部製品・品質統括部長
イソプレンカンパニー生産技術統括本部長

イソプレンカンパニー生産技術統括本部長
兼 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

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

鹿島事業所イソプレン生産技術部長

イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部
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
化学品販売部第一グループリーダー

イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部
品質・開発統括部長

鹿島事業所ケミカル研究開発部長

イソプレンカンパニーエラストマー事業部長

イソプレンカンパニーエラストマー事業部
クラリティ事業推進部長
兼 イソプレンカンパニーエラストマー事業部
クラリティ事業推進部
販売マーケティンググループリーダー

西村
大垣
中山

望
正泰
修

イソプレンカンパニーエラストマー事業部長
兼 イソプレンカンパニーエラストマー事業部
クラリティ事業推進部長

岸井

史郎

イソプレンカンパニーエラストマー事業部
クラリティ事業推進部
販売マーケティンググループリーダー

豊田

恭郎
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機能材料カンパニー生産技術統括本部
研究開発・品質統括部長

鶴海事業所活性炭生産部長

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部長補佐

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部長補佐
兼 機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
商品統括部長

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
商品統括部長（鶴海駐在）

鶴海事業所総務部主管
兼 機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
商品統括部主管（鶴海駐在）

須藤

正光

今井

公泰

中原

徹

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
原料購買部長

クラレノリタケデンタル株式会社
三好事業統括グループリーダー

早川

浩司

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
原料購買部主管

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
原料購買部長

田村

憲生

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
テクニカルサポートグループリーダー（東京駐在）

イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部
品質・開発統括部長

清水

和哉

足立

篤美

石原

裕久

吉岡

謙一

機能材料カンパニーアクア事業推進本部長
兼 クラレアクア株式会社
社長
機能材料カンパニーアクア事業推進本部
アクア営業部長
繊維カンパニー生産技術統括本部長

アクア事業推進本部長
兼 クラレアクア株式会社
社長
アクア事業推進本部膜販売グループリーダー
繊維カンパニー生産技術統括本部長
兼 繊維カンパニー生産技術統括本部生産技術統括部長

繊維カンパニー生産技術統括本部
生産技術統括部長

繊維カンパニー生産技術統括本部
生産技術統括部主管

滝口

智也

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

繊維カンパニークラリーノ事業部
先端マテリアル部長

長山

孝史

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靴資材課長

若月

一泰

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
兼 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販売課長
繊維カンパニークラリーノ事業部
グローバルオペレーション部長

繊維カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部長
兼 繊維カンパニークラリーノ事業部
生産・加工管理部成形開発グループリーダー

安藤

秀一

倉敷事業所ポバール研究開発部長

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

仲前

昌人

倉敷事業所エバール研究開発部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
エバール事業部品質・技術統括部長

田井

伸二

西条事業所フィルム生産・技術開発部技術課長

清水

隆行

佐伯

隆志

多胡

俊二

染宮

利孝

西条事業所フィルム生産・技術開発部次長
兼 西条事業所フィルム生産・技術開発部技術課長
西条事業所設備技術部長
兼 クラレ西条株式会社
社長付
岡山事業所ポバール・エバール生産・技術開発部長
新潟事業所ポバール生産・技術開発部長
兼 新潟事業所ポバール生産・技術開発部
技術開発グループリーダー
新潟事業所
スペシャリティケミカル生産・技術・開発部長
新潟事業所総務部長
兼 クラレトラベル・サービス株式会社
社長

岡山事業所設備技術部
ビニロン設備技術グループリーダー
兼 岡山事業所ビニロン生産技術部
ＶＩＰプロジェクトチーム主管
新潟事業所ポバール生産・技術開発部長
新潟事業所ポバール生産・技術開発部生産開発課長
兼 新潟事業所ポバール生産・技術開発部
技術開発グループリーダー
鹿島事業所
イソプレン生産技術部ＭＰ生産課長
管理部門総務・人事本部総務部長
兼 管理部門総務・人事本部総務部秘書グループリーダー
兼 クラレトラベル・サービス株式会社
社長
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田中

裕

松原

敏

鹿島事業所
イソプレン生産技術部長

新潟事業所
スペシャリティケミカル生産・技術・開発部長

高井

正人

鹿島事業所ケミカル研究開発部長

イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部
品質・開発統括部商品開発グループ主管

荒谷

一弘

鶴海事業所環境ソリューション研究開発部長

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部主管
（鶴海駐在）

鎌田

英樹

鶴海事業所活性炭生産部長

鶴海事業所電池材料生産部長

奥野

壮敏

鶴海事業所活性炭生産部次長

機能材料カンパニー環境ソリューション事業部
原料購買部主管（鶴海駐在）

岩佐

賢吾

鶴海事業所エコロジー材料生産部長

鶴海事業所炭素材料研究開発部長
兼 鶴海事業所炭素材料研究開発部
活性炭開発グループリーダー
兼 鶴海事業所炭素材料研究開発部
電池材料開発グループリーダー

吉川

貴行

鶴海事業所エコロジー材料生産部次長

鶴海事業所電池材料生産部
ＫＮ生産・開発グループリーダー
兼 鶴海事業所電池材料生産部ＹＰ生産課長
兼 鶴海事業所炭素材料研究開発部
電池材料開発グループ主管

山端

昭典

4/5

【クラレノリタケデンタル株式会社】
新職名
三好事業統括グループリーダー

【クラレアクア株式会社】
新職名
営業部長
兼 事業管理グループ主管

現職名
新潟事業所長

現職名
株式会社クラレ
アクア事業推進本部海外営業部長（大阪駐在）
兼 株式会社クラレ
アクア事業推進本部企画管理部
マイクロフェード管理グループ主管
兼 クラレアクア株式会社
営業部長
兼 クラレアクア株式会社
事業管理グループ主管

氏名
植田 憲二

氏名
白木 国広

【クラレ玉島株式会社】
新職名
社長
兼 エステル工場長
兼 エステル工場エステル生産技術開発部長

【クラレファスニング株式会社】
新職名
丸岡工場生産部長
兼 丸岡工場生産部ＭＴ生産後課長

【クラレトレーディング株式会社】
新職名
産資・クラリーノ事業部繊維資材部長

産資・クラリーノ事業部クラリーノ販売部長

【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

現職名
社長
兼 エステル工場長
兼 エステル工場エステル生産技術部長

氏名
川瀬 修

現職名
株式会社クラレ
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 繊維カンパニー生活資材事業部主管

氏名
山川 樹

現職名
株式会社クラレ
繊維カンパニー繊維資材事業部
東京原料資材部機能テキスタイル課長
株式会社クラレ
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

現職名
エンジニアリング本部長
兼 エンジニアリング本部電気計装部長

エンジニアリング本部電気計装部長

エンジニアリング本部電気計装部第２グループリーダー

【クラレテクノ株式会社】
新職名
西条営業所副所長

現職名
カルゴン・カーボン・コーポレーション

氏名
緒方 宏紀

山田

友

氏名
常務取締役
加藤 諭
杉田

誠

氏名
山田 隆之

以
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上

