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2020年 12月 24日 

日華化学株式会社              

                           

組織改編・人事異動について 

 

この度、2021年 1月 1日また 2月 1日付けで当社の組織改編・人事異動を発表しましたので、お知ら

せいたします。 

 

①2021年 1月 1日付け 

【組織改編の内容について】 

■新設 

１．特殊化学品事業部と未来創造室を統合し、スペシャリティケミカル事業部を新設する。 

（目的）スペシャリティケミカル(機能化学品)でのさらなる事業拡大を図るため、それぞれのリソースを統合する。 

 

２．スペシャリティケミカル事業部内に事業開発部を新設する。 

（目的）海外事業展開、インキュベーション案件の事業化推進を図る。 

 

３．クリーニング＆メディカル事業部内に事業開発・支援部を新設する。  

（目的）海外事業展開、およびメディカル・ヘルスケア領域への拡大を図る。 

 

４．デミコスメティクスカンパニー サロン支援部 教育グループとイーラル株式会社 教育グループを統合し、化 

粧品部門直下にインストラクター部を新設する。 

（目的）教育部門を一体化し、インストラクターリソースの柔軟かつ機動的な運営を図る。 

 

■改称 

１．戦略企画本部を経営企画本部へ改称する。 

 

２．繊維化学品事業部 ビジネス開発部を素材開発部へ改称する。 

（目的） 繊維素材メーカー、ブランドとのコラボレーションを実践し、多様な事業領域への拡大を図る。 

 

■廃止 

１．イノベーション推進部門を廃止する。 

 

２．知的財産戦略部を「化学品部門 界面科学研究所」直下に置き、イノベーション推進本部、イノベーション企画部は

廃止する。 

（目的）NICCA イノベーションセンターの機能最適化に向けた対応は開所後３年を経て所期の目的を達成。 

今後は界面科学研究所と一体となった運用を行うことにより、更なるイノベーションの加速と事業・開発・知財 

三位一体戦略を推進、開発における知財戦略の更なる高度化を進める。 

 

 

 

 

 

【人事異動】 
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氏 名 新 旧 

江守 康昌 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 社長執行役員  

イノベーション推進部門長 

稲継 崇宏 取締役 執行役員  

化学品部門 界面科学研究所長  

取締役 執行役員  

化学品部門 界面科学研究所長 兼  

イノベーション推進部門 化学品担当 

松田 光夫 化学品部門 界面科学研究所 

フェロー（イノベーション担当） 

イノベーション推進部門  

イノベーション推進本部長 兼  

イノベーション企画部長 

佐谷 義寛 執行役員 経営企画本部長 兼  

ＨＲイノベーション部長 

執行役員 戦略企画本部長 

松嶋 章雄 参事 経営企画本部 副本部長 参事 戦略企画本部 副本部長 

南部 真一 経営企画本部 グループ経営企画部次長 戦略企画本部 グループ経営企画部次長 

今井 貴史 経営企画本部 ＨＲイノベーション部 

次長 兼 ＨＲ推進グループリーダー 

戦略企画本部 ＨＲイノベーション部長 

亀岡 郁雄 化学品部門 界面科学研究所  

知的財産戦略部次長 

イノベーション推進部門 イノベーション推進本部 

知的財産戦略部次長 

島田 昌和 執行役員 化学品部門  

スペシャリティケミカル事業部長 

執行役員 化学品部門 未来創造室長 

佐々木 邦昌 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部   

事業部次長 兼 スペシャリティ・マテリアル部長 兼 

事業開発部長 

化学品部門 特殊化学品事業部長 

中川 義満 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部  

スペシャリティ・ケミカル部長 

化学品部門 未来創造室 機能ポリマー部次長 

高氏 宏季 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部  

スペシャリティ・ケミカル部次長（機能化成品担当） 

兼 機能化成品グループリーダー 

化学品部門 未来創造室  

新規事業開拓部次長 

笈田 亮士 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部  

スペシャリティ・ケミカル部次長（ＡＯＡ担当）  

化学品部門 特殊化学品事業部  

ファインケミカル部次長（ＡＯＡ担当） 

玉邑 光男 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部  

スペシャリティ・ケミカル部次長（機能モノマー担当） 

兼 機能モノマーグループリーダー 

化学品部門 特殊化学品事業部  

ファインケミカル部次長（ファインケミカル担当） 

豊原 治彦 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部  

スペシャリティ・マテリアル部次長（機能材料担当） 

兼 機能材料グループリーダー 

化学品部門 特殊化学品事業部  

機能材料部次長 

青山 禎彦 化学品部門 スペシャリティケミカル事業部 

事業開発部 担当部次長 兼  

事業統括グループリーダー 

化学品部門 特殊化学品事業部担当部次長 

兼 機能材料部 主席 

   

   

 

 

 

  

   

氏 名 新 旧 
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宮腰 浩明 化学品部門 繊維化学品事業部  

素材開発部長 兼  

グローバル・プロダクト・マネージャー（撥水） 

化学品部門 繊維化学品事業部  

ビジネス開発部ブランド＆素材開発担当部長 

泉 孝昭 化学品部門 繊維化学品事業部  

素材開発部 担当部長 

化学品部門 繊維化学品事業部  

ビジネス開発部担当部長 兼  

グローバル営業推進部  

東京営業グループリーダー 

中川 大輔 化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部長兼 

事業開発・支援部長 

化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部長 

兼 メディカル事業推進部長 

吉藤 広昭 化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部 事業

開発・支援部次長 

化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部  

クリーニング事業推進部次長 

杉本 和雄 化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部  

メディカル事業推進部次長 兼  

事業開発・支援部 次長 

化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部  

メディカル事業推進部次長 

畑 政和 化学品部門 オペレーション統括室次長 化学品部門 オペレーション統括室次長 兼 

 需給統括部長 

森国 修 化学品部門 オペレーション統括室  

ロジスティックス部担当部次長（物流担当） 

化学品部門 オペレーション統括室担当部長 

（物流企画・グローバル SCM 担当） 

三井 彰弘 執行役員 プロダクション部門長 兼  

鯖江工場長兼 化粧品部門  

デミコスメティクスカンパニー  

化粧品製造部担当 

執行役員 プロダクション部門長 兼  

化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー  

化粧品製造部担当 

佐々木 良 化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー  

営業企画部次長 

化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー  

東日本営業部  

デミコスメティクス東京第３グループリーダー 兼  

営業企画部 グループリーダー 

川村 悠悟 化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー  

東日本営業部次長 兼  

デミコスメティクス東京第１グループリーダー 

化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー  

東日本営業部  

デミコスメティクス東京第１グループリーダー 

 

②2021年２月 1日付け 

【人事異動】 

氏 名 新 旧 

藤澤 寛徳 PT. INDONESIA NIKKA CHEMICALS 

General Manager 

香港日華化学有限公司 

総経理 

 

以上 


