
  

 
２０２０年９月２３日 

各   位 
会社名  長谷川香料株式会社 
代表者名 取締役社長 海野 隆雄 
（コード番号 ４９５８ 東証第１部） 
問合せ先 取締役兼常務執行役員 中村 稔 
（ＴＥＬ．０３－３２４１－１１５１） 

 
人事異動及び組織変更のお知らせ 

 
当社は下記のとおりの人事異動及び組織変更を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 
発表日： ２０２０年９月２３日 
発令日： ２０２０年１０月１日 

 
 １．取締役 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

取締役兼副社長執行役員、 

営業企画部・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部管

掌、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長 

取締役兼専務執行役員、研究

部門管掌、研究企画部担当、

総合研究所長 

品質保証部副管掌 知野 善明 

取締役兼専務執行役員 

取締役兼常務執行役員、 

経営企画部担当、経営企画部

長 

管理部門管掌、総務部・

人事部・財務部・経理部・

情報ｼｽﾃﾑ部・CSR部・法

務部担当、財務部長 

中村 稔 

 国際部担当、国際部統括部長 
取締役兼常務執行役員、

国際部門管掌 
鳴島 真清 

 
ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部・商品関連部担

当 

取締役兼常務執行役員、

営業部門管掌 

 

加藤 巧 

 
２．執行役員 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

研究部門管掌、ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究

所・研究企画部担当、総合

研究所長 

総合研究所副所長兼技術研

究所長 
常務執行役員、技術研究

所担当 中村 哲也 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

常務執行役員、営業企画

部・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部副管掌、ﾋﾞ

ｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ企画室・営業

部・商品関連部・大阪支店・

名古屋営業所・札幌営業所

担当、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ企画室

長 

執行役員、 

T HASEGAWA FLAVOURS 

(KUALALUMPUR)SDN.BHD. 

Director、

T.HASEGAWA(SOUTHEASTASIA) 

CO., LTD. 

Director (Chairman)、 

PT.HASEGAWA FLAVOURS AND 

FRAGRANCESINDONESIA  

President Commissioner 

 

 
 加藤 宏一郎 

資材部担当、資材部長兼同

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所担当、ﾌﾚｸﾞﾗﾝ

ｽ研究所長 執行役員 天池 正康 

ﾌﾚｰﾊﾞｰ研究所第６部長  執行役員、ﾌﾚｰﾊﾞｰ研究所

担当、ﾌﾚｰﾊﾞｰ研究所長 菅原 俊也 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ企画室兼務  執行役員、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部担

当、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部統括部長 田中 章弘 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ企画室兼務 営業企画部長 
執行役員、営業企画部・

営業推進部担当、営業推

進部長 
濵 健夫 

長谷川香料（上海）有限公

司総経理、上海長谷川香精

貿易有限公司総経理 

資材部担当、資材部長兼同管

理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 執行役員 伊藤 雅通 

国際部担当、国際部統括部

長 

長谷川香料（上海）有限公司

総経理、上海長谷川香精貿易

有限公司総経理 
執行役員 和田 均 

執行役員、経営企画部担当、

経営企画部長   長谷川 研治 

 
３．部長 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

品質保証部第１部長   相田 忠 

品質保証部第３部長  品質保証部統括部長 稲垣 正雄 

営業部統括部長（第１，２，

３，４部統括） 
ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部統括部長（第

１，２，３，４部統括）  西山 智雄 

営業部統括部長（第５，６，

７部統括）、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

企画室兼務 

ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部統括部長（第

５，６，７部統括）  真下 正人 

営業部統括部長（第８，９

部統括） 

ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ営業部統括部長、ﾌﾚ

ｸﾞﾗﾝｽ営業部ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ販売第

１部長兼同第２部長 
 清水 富雄 

営業部第１部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第１部長  小澤 俊幸 

営業部第２部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第２部長  原 武司 



  

 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

営業部第３部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第３部長  上村 隆信 

営業部第４部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第４部長  大岩 威久也 

営業部第５部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第５部長  諏訪 俊子 

営業部第６部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第６部長  山崎 武史 

営業部第７部長 大阪支店ﾌﾚｰﾊﾞｰ販売部長  武者 昌広 

営業部第８部長   大森 祥弘 

営業部第９部長 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ営業部販売第３部長  飯田 郁彦 

 大阪支店長兼同業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

長  本名 記繁 

大阪支店長兼同営業部長 ﾌﾚｰﾊﾞｰ営業部販売第７部長  青木 大輔 

営業企画部長 技術研究所第７部長  岩﨑 亮 

技術研究所長兼同第７部長 技術研究所副所長兼同第４

部長  山本 直人 

技術研究所第１部長   吉川 啓輔 

技術研究所第４部長  技術研究所第５部長 鈴木 寿嗣 

ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所長 技術研究所副所長兼同第１

部長  渡辺 広幸 

 
ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所第２部長兼同

第３部長兼同第３部第１ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ長 
 小林 広治 

ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所副所長兼同

２部長 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所第１部長  今川 政樹 

ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所第１部長兼

同第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ長   原 美智子 

ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所第３部長 ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ研究所第４部長兼同

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  坂巻 憲佐 

 法務部長  山下 和之 

法務部長  法務部知的財産課長 中村 幸彦 

 
 
 
 



  

 
 ４．組織変更 

（１）ビジネスソリューション本部を新設し、下部組織として営業部門と研究部門を置く。 
  （２）ビジネスソリューション本部直下にビジネスソリューション企画室（新設）、営業企画部、 

マーケティング部を置く。 
  （３）営業部門の下部組織であるフレーバー営業部とフレグランス営業部を統合し、営業部とする。 

（４）旧フレーバー営業部の下部組織であるフレーバー販売第１部～同販売第７部を 

営業部第１部～第７部にそれぞれ改称する。 
  （５）旧フレグランス営業部の下部組織であるフレグランス販売第１部および同第２部を統合し、 

営業部第８部に改称する。 
（６）旧フレグランス営業部の下部組織であるフレグランス販売第３部を営業部第９部に改称する。 
（７）大阪支店フレーバー販売部を大阪支店営業部に改称する。 
（８）フレグランス研究所の第４部を廃止する。 
（９）品質保証部に第３部を新設する。 

 
  

以上 


