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人事異動のお知らせ 
 
当社は、2020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）取締役の管掌・担当・委嘱の変更(2020年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

のぶひろ とおる 

延廣 徹 

常務取締役 
ＳＨＩＦＴ推進担当 兼 管理本部長 
兼 荒川ケミカルベトナム社 会長 

常務取締役 
資材戦略管掌 兼 ＳＨＩＦＴ推進担当 
兼 荒川ケミカルベトナム社 会長 

みやした やすとも 

宮下 泰知 

取締役 
社長特命事項担当 

取締役 
管理本部長 

もりおか ひろひこ 

森岡 浩彦 

取締役 
東京支店長 兼 事業本部長 
兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長 

取締役 
事業本部長 
兼 南通荒川化学工業有限公司 董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事長 

たかぎ   のぶゆき

高木 信之 

取締役 
資材戦略担当 兼 経営企画室長 

取締役 
経営企画室長 

 

２）部門長等の人事異動(2020年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みずや  じろう  

水家 次朗 

執行役員 
事業本部 機能性材料事業部長 
兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長（※） 

執行役員 
ペルノックス株式会社 取締役社長 

はしもと  だいじ 

橋本 大司 

執行役員 
生産本部 副本部長 

執行役員 
生産本部 副本部長 兼 生産技術開発部長 

もとき  よしひろ 

本木 啓博 

執行役員 
ペルノックス株式会社 取締役社長（※） 

執行役員 
事業本部 機能性材料事業部長 
兼 日華荒川化学股份有限公司 董事長 

いしもと つかさ 

石本 司 
執行役員 
千葉アルコン製造株式会社 取締役社長 

執行役員 
東京支店長 兼 事業本部 本部付部長 
兼 千葉アルコン製造株式会社 取締役社長 

りゅう とうばい 

劉  冬梅 

中国事業推進担当 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事 

執行役員 
中国事業推進担当 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 董事 



  かわせ しげる 

川瀬 滋 
経営企画室 マネージャー（部長） 経営企画室 マネージャー 

おおつか ようへい 

大塚 洋平 

事業本部 製紙薬品事業部 
研究開発部 担当部長 

研究開発本部 製紙薬品事業 
ＰＳ１グループリーダー 

ひがしもと とおる 

東本 徹 

事業本部 コーティング事業部 
研究開発第一部長 

事業本部 コーティング事業部 
研究開発第一部 担当部長 

こやの  ひろとし 

小谷野 浩壽 
事業本部 コーティング事業部 
研究開発第二部長 

事業本部 コーティング事業部 
研究開発第二部 担当部長 

たはら かつひこ 

田原 勝彦 

事業本部 粘接着事業部 
事業部付部長 

荒川ヨーロッパ社 取締役社長 
兼 生産部長 兼 技術部長 

つじ ひろし 

辻 博史 
事業本部 機能性材料事業部 
ファイン営業部長 兼 ファイン研究開発部長 

事業本部 機能性材料事業部 
ファイン営業部 担当部長 
兼 ファイン研究開発部 担当部長 

やまもと こうへい 

山本 幸平 
生産本部 生産技術開発部 担当部長 生産本部 小名浜工場 副工場長 

くきた  しんじ 

久幾田 伸二 
生産本部 富士工場 副工場長 台湾荒川化学工業股份有限公司 工場長 

しまもと かつひろ 

島本 勝浩 
生産本部 鶴崎工場長 

事業本部 製紙薬品事業部 
研究開発部 担当部長 

あめの  けいじ 

飴野 桂司 
管理本部 総務部 副部長 生産本部 大阪工場 事務課長 

にしむら ひとし 

西村 仁志 
管理本部 人事部長 管理本部 人事部 担当部長 

やまぐち のりまさ 

山口 哲正 
管理本部 経理部長 管理本部 経理部 担当部長 

ふけ  のぶゆき 

冨宅 伸幸 
荒川ヨーロッパ社 取締役社長 
兼 管理部長（※） 

荒川ヨーロッパ社 取締役副社長 
兼 営業部長 兼 管理部長 

（※） 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。 

 

また、2020年１月６日に「ベトナムにおける子会社の設立手続き完了に関するお知らせ」にて公表いたしました

荒川ケミカルベトナム社における人事異動（2019年12月30日付）につきましてもお知らせいたします。 

 

３）取締役の管掌・担当・委嘱の変更(2019年 12月 30 日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

のぶひろ とおる 

延廣 徹 

常務取締役 
資材戦略管掌 兼 ＳＨＩＦＴ推進担当 
兼 荒川ケミカルベトナム社 会長 

常務取締役 
資材戦略管掌 兼 ＳＨＩＦＴ推進担当 

 
４）部門長等の人事異動(2019年 12月 30日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

みた たいぞう 

三田 泰蔵 

執行役員 
事業本部 事業推進部長 
兼 荒川ケミカルベトナム社 社長 

執行役員 
事業本部 事業推進部長 

以 上 


