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組織改編・人事異動について
この度、2018 年 1 月 1 日付けで組織改編・人事異動を発表しましたので、お知らせいたします。
【組織体制について】
●従来の化学品部門と特殊化学品本部を統合し、化学品部門内に未来創造室及び特殊化学品事業部を
設置する。（従来の特殊化学品本部の機能は、未来創造室と特殊化学品事業部に分割する）
●未来創造室内に機能ポリマー部、及び新規事業開拓部、並びに特殊化学品事業部内に機能材料部、及び
ファインケミカル部を設置する。（従来のファインケミカル事業部の機能は、特殊化学品事業部に統合する）
●繊維化学品事業部内のグローバル事業推進部と営業部を統合し、グローバル営業推進部を設置する。
●北陸支店を廃止し、その機能を各部門に統合する。
【化学品部門と特殊化学品本部統合の目的】
●それぞれの持つ事業リソース（情報、技術、人、ネットワーク、ファンクション等）を相互に効率的に活用できる
体制とする。
●大部屋組織とすることで人材の流動性を高め、適材適所と個々の能力に適した成長機会の提供を目指す。
●各事業のミッション（中核、育成等）を再確認し、事業マネジメントのコンセプトを明確にし、特に当社の未来を
担う新規育成事業の成長を加速させる。
【人事異動】
氏名

片桐 進

新

旧

執行役員 化学品部門 副部門長（未来

社外からの採用となります

創造および特殊化学品事業担当）
（東京支店）
佐谷 義寛
島田 昌和
西澤 博之

執行役員 化学品部門 化学品戦略企画
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学品事業支援部長（東京支店）

執行役員 化学品部門 未来創造室長
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化学品部門 化学品戦略企画室 担当部 化学品部門 化学品事業支援部次長 兼
長

西野 正和

営業推進グループリーダー

化学品部門 未来創造室 機能ポリマー部 特殊化学品本部 機能ポリマー部次長
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玉邑 光男
小林 淳孝
池端 和彦
圓道 亨

化学品部門 特殊化学品事業部 ファインケ

化学品部門 ファインケミカル事業部 営業部

ミカル部次長（東京支店）

次長（東京支店）

化学品部門 繊維化学品事業部長
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発部長
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管理部門 大阪支店長

ル営業推進部 国内担当部長
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開発部 担当部長（東京支店）

長
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PT.INDONESIA NIKKA CHEMICALS.

開発部次長（大阪支店）

取締役 営業部長

参事 STC NICCA CO., LTD.

参事 STC NICCA CO., LTD.
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Director Sales Manager

PT.INDONESIA NIKKA CHEMICALS.

PT.INDONESIA NIKKA CHEMICALS.

President

Vice President

浩 明 広州日華化学有限公司 董事 副総経理

化学品部門 繊維化学品事業部 ビジネス
開発部 素材開発担当部長

布施田 哲也

参事 管理部門 東京支店長

参事 STC NICCA CO., LTD.
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石山 叙之
藤田 和博

化学品部門 顧問（新規事業担当）

参与 管理部門 東京支店長（新規事業

（東京支店）
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化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部

化学品部門 クリーニング＆メディカル事業部
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ループリーダー 兼 管理部門 大阪支店長

ループリーダー（大阪支店）
以 上
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【本件に関するお問い合わせ先】
日華化学株式会社 グループ経営企画室
TEL:(0776)25-8551(直通） FAX:(0776)21-9227
携帯:080-1965-1701(松嶋)
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