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株式会社ダイセル 2021年2月17日

問い合わせ先：ＩＲ広報グループリーダー　　廣川　正彦　　電話０３－６７１１－８１２１

◆役員等の異動（２０２１年４月１日付）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

リサーチセンター担当 兼 ポリプラスチック
ス㈱会長

代表取締役社長 小河　義美

経営戦略本部長 戦略推進本部長
取締役専務執行役員
セイフティＳＢＵ担当 兼 ヘルスケアＳＢＵ担
当 兼 原料センター担当

榊　康裕

サステナブル経営推進室担当
代表取締役専務執行役員
事業支援本部長 兼 企業倫理室担当

杉本　幸太郎

（新任）専務執行役員
パフォーマンスマテリアルズ本部長

ポリプラスチックス㈱代表取締役社長 塩飽　俊雄

ＣＰＩカンパニー担当 品質監査室担当
取締役常務執行役員
事業戦略本部長 兼 知的財産センター担
当

高部　昭久

（新任）常務執行役員
エンジニアリングセンター担当

ポリプラスチックス㈱常務執行役員
生産統括本部長 兼 安全環境担当
兼　PTMホールディングス㈱代表取締役
兼　Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd. 担
当 兼 Polyplastics Taiwan Co., Ltd. 担当
兼 PTM Engineering Plastics (Nantong)
Co., Ltd. 担当 兼 Polyplastics (Nantong)
Ltd. 担当 兼 ポリプラサービス㈱担当

光内　正道

（新任）常務執行役員
マテリアルSBU長

ポリプラスチックス㈱常務執行役員
営業本部長
兼　各販売子会社担当

宮本　仰
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

（昇任）常務執行役員
生産本部長
兼　チェーンプロダクションカンパニー長
兼　モノづくり革新センター担当

執行役員
デジタル戦略室担当 兼 レスポンシブル・ケ
ア室担当 兼 エンジニアリングセンター担当
兼 生産本部副本部長 兼 事業創出本部長
補佐

飯山　尚志

事業創出本部副本部長
マテリアルＳＢＵ長
兼　Daicel Nanning Food Ingredients Co.,
Ltd.　董事長

執行役員 林　仁志

デジタル戦略室担当
執行役員
カスタマーセンター長

山門　征司

ダイセルミライズ㈱事業推進本部長
執行役員
同社代表取締役社長

黒澤　和哉

（新任）執行役員 リサーチセンター長 山根　啓

（新任）執行役員
エンジニアリングセンター長
兼　同センタープラントエンジニアリンググ
ループリーダー

同センター副センター長 瀧川　高春

（新任）執行役員
事業支援本部副本部長

事業支援本部コーポレート企画部長 兼 同
本部経理グループリーダー

根本　洋一

（退任）顧問
品質監査室担当 兼　レスポンシブル・ケア
室担当

常務執行役員
生産本部長 兼 チェーンプロダクションカン
パニー長

上野　貴史

（退任）顧問
エンジニアリングセンター長付

常務執行役員
チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所長 兼 同カンパニー同製造所網干工場
長 兼　協同酢酸株式会社代表取締役社長

MAC-Cプラントおよび1,3BGプラント建設
プロジェクト担当

白子 直秀
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

セイフティＳＢＵ技術開発センター商品開発
部特別技術職

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室特別技術職

参与 髙木　基實

（退任）参与
サステナブル経営推進室長補佐

執行役員
サステナブル経営推進室担当

吉野　幸男

（退任）参与
生産本部長補佐

執行役員
チェーンプロダクションカンパニー新井工場
長 兼 ダイセル新井ケミカル株式会社 代表
取締役社長

辻　康雄

（退任）参与
セイフティＳＢＵ特機事業部長

執行役員
セイフティＳＢＵ特機担当

八木　幹夫

（退任）参与
執行役員
Shanghai Daicel Polymers,Ltd. 董事長

マテリアルＳＢＵ担当役員補佐 丸山　浩一

（退任）参与
事業創出本部長補佐 兼 同本部金沢大学
新産学協動研究所準備室長

執行役員
イノベーション・パーク所長 兼　事業創出本
部副本部長 兼 同本部コーポレート研究セ
ンター所長

髙橋　郁夫

（退任）参与
エンジニアリングセンター長補佐

執行役員
同センター長

山口　裕康

（退任）

常務執行役員
ＣＰＩカンパニー長 兼 Chiral Technologies,
Inc. Chairperson 兼 Daicel Chiral
Technologies (China) Co.,Ltd. 董事長 兼
Daicel Chiral Technologies (India) Pvt.
Ltd. Chairperson

Chiral Technologies Europe S.A.S.
Chairperson & President

Dieter Heckmann

同上
非常勤顧問
事業支援本部長補佐

福田　眞澄

同上
非常勤顧問
事業創出本部長補佐

西村　久雄

同上
参与
ダイセル･オルネクス㈱代表取締役社長

池田　直樹
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◆人事異動（２０２１年３月１日付）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

共栄殖産(株) ダイセルパックシステムズ（株）営業部 岡山　昇市

◆人事異動（２０２１年４月１日付）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

サステナブル経営推進室サステナブル経
営推進グループ主席部員

Daicel (China) Investment Co., Ltd. 濵谷　武

社長室長 兼 事業支援本部総務・秘書グ
ループ主席部員

同室主席部員 兼 事業支援本部コーポ
レート企画部主席部員

山口　照夫

経営戦略本部副本部長 戦略推進本部長補佐 ヘルスケアＳＢＵ長補佐 大海　伸二

経営戦略本部副本部長補佐
戦略推進本部 兼 事業支援本部コーポ
レート企画部

小町　義弘

同上 戦略推進本部主席部員 橋本　大輔

経営戦略本部戦略推進グループリーダー 戦略推進本部主任部員 藤堂　大五郎

経営戦略本部戦略推進グループ主任部員 同上 丹下　果鈴

経営戦略本部戦略企画グループリーダー 戦略推進本部主席部員 冨岡　努

経営戦略本部戦略企画グループ主席部員 Daicel Safety Systems (Thailand) Co.， Ltd. 杉岡　康夫

経営戦略本部戦略企画グループ主任部員 戦略推進本部主任部員 春名　信之

事業創出本部副本部長 兼 同本部事業創
出センター所長

同本部新事業開発部長 川崎　本博

事業創出本部事業創出センター所長補佐 同本部新事業開発部長補佐 潘　立瑞
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

事業創出本部事業創出センター副所長 同本部先進研究センター所長 梅本　浩一

事業創出本部事業創出センター首席技師 同本部コーポレート研究センター首席技師
セイフティＳＢＵインダストリーＢＵ医療関連
事業戦略部未来医療研究センター首席技
師 兼 大阪大学

山下　邦彦

同上 同上 大野　充

事業創出本部事業創出センター上席技師 同本部先進研究センター上席技師 西川　正浩

事業創出本部事業創出センター主幹研究
員

同本部コーポレート研究センター主幹研究
員

黒川　秀信

同上 同上 植田　德弘

事業創出本部事業創出センターシニアリー
ダー

同本部コーポレート研究センターシニアリー
ダー

清水　邦雄

事業創出本部事業創出センター主席研究
員

同本部コーポレート研究センター主席研究
員

金沢大学 新井　隆

同上 同上 坂本　英明

同上 同上 井上　慶三

同上 同上 浜田　豊三

同上 同上 中島　賢則

事業創出本部事業創出センター主席部員
知的財産センター知的財産ソリューショング
ループリーダー 兼 同本部新事業開発部
新事業企画グループ主席部員

江川　祐一郎

同上
同本部新事業開発部新事業企画グループ
リーダー 兼 同本部事業創出推進部事業
推進グループ主席部員

小沼　規真

同上
同本部新事業開発部技術企画グループ
リーダー 兼 同本部同部新事業企画グルー
プ主席部員

岩谷　真男
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

事業創出本部事業創出センター主席部員 同本部新事業開発部主席部員 パイクリスタル（株） 伊藤　久義

同上
同本部新事業開発部技術企画グループ主
席部員

島本　周

同上 同上 日比　隆志

同上 同上 織田　博史

同上 同上 堤　聖晴

事業創出本部事業創出センター主任研究
員

同本部先進研究センター主任研究員
セイフティＳＢＵ特機事業部技術開発セン
ター主任部員

間彦　智明

同上 同上
リサーチセンターリサーチグループ主任部
員

木本　訓弘

同上
同本部コーポレート研究センター主任研究
員

磯部　豊

同上 同上 辻　直子

同上 同上 大和　洋

同上 同上 浅田　健史

同上 同上 小山　裕

同上 同上 三橋　陽子

事業創出本部事業創出センター主任研究
員

同本部先進研究センター主任研究員 水田　智也

事業創出本部事業創出センター主任研究
員 兼 同本部金沢大学新産学協働研究所
準備室主任部員

同本部先進研究センター主任研究員 池田　大次

事業創出本部事業創出センター主任研究
員 兼　スマートＳＢＵ事業推進室研究開発
グループ機能フィルムチーム主任研究員

ダイキン工業（株） 西尾　直高
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

事業創出本部事業創出センター主任部員
同本部新事業開発部新事業企画グループ
主任部員

知的財産センター知的財産ソリューショング
ループ主任部員

若槻　智美

同上 同上 千原　英樹

同上
同本部新事業開発部技術企画グループ主
任部員 兼 同本部同部新事業企画グルー
プ主任部員

鄭　貴寛

事業創出本部事業創出センター製剤ソ
リューション事業ユニットリーダー 兼 同本
部同センター同事業ユニット販売チーム
リーダー

同本部新事業開発部製剤ソリューション事
業ユニットリーダー 兼 同本部同部同事業
ユニット販売チームリーダー

山本　英昭

事業創出本部事業創出センター製剤ソ
リューション事業ユニットサブリーダー 兼 同
本部同センター同事業ユニットテクニカル
マーケティングチームリーダー

同本部新事業開発部製剤ソリューション事
業ユニットサブリーダー 兼 同本部同部同
事業ユニットテクニカルマーケティングチー
ムリーダー

岡林　智仁

事業創出本部事業創出センター製剤ソ
リューション事業ユニット主席部員

同本部新事業開発部製剤ソリューション事
業ユニット主席部員

チェーンプロダクションカンパニー品質保証
部品質保証グループ主席部員

井手　貴人

事業創出本部事業創出センター製剤ソ
リューション事業ユニット開発チームリー
ダー

同本部コーポレート研究センター主任研究
員

チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場品質管理部主任部員

林　素子

事業創出本部事業創出センター製剤ソ
リューション事業ユニット開発チーム主任研
究員

同上 橋川　尚弘

事業創出本部評価解析センター所長
同本部コーポレート研究センター主席研究
員

奥田　貢一

事業創出本部評価解析センター主席研究
員

同本部新事業開発部技術企画グループ主
席部員

今西　慎一郎

同上
同本部コーポレート研究センター主席研究
員

道津　邦彦
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

事業創出本部評価解析センター主任研究
員

同本部コーポレート研究センター主任研究
員

湯上　好和

事業創出本部事業創出推進部長 同本部コーポレート研究センター副所長
イノベーション・パークイノベーション戦略室
長

能勢　悟

事業創出本部新事業開発部新事業企画グ
ループ主席部員

パイクリスタル（株） 平井　成尚

レスポンシブル・ケア室副室長
事業創出本部生産技術センタープロセス
革新グループリーダー

当房　和久

レスポンシブル・ケア室化学品管理グルー
プ上席技師

ヘルスケアＳＢＵ事業推進室事業戦略グ
ループ上席技師

向井　克之

モノづくり革新センター長
社長室長 兼 事業支援本部総務・秘書グ
ループ主任部員

三好　史浩

モノづくり革新センター生産革新グループ
リーダー

社長室主任部員 石本　大祐

モノづくり革新センター生産革新グループ
主席部員

生産本部生産革新センター主席部員 村藤　貴行

同上 同上
ダイセルバリューコーティング（株）製造技
術部 兼 同社同部包装フィルムグループ

坂口　貴俊

モノづくり革新センター生産革新グループ
主任部員

生産本部生産革新センター主任部員 小川　正勝

モノづくり革新センターＡＩソリューショング
ループリーダー

チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場生産部設備管理グループ電気
計装チームリーダー

塩木　隆利

モノづくり革新センターＡＩソリューショング
ループ主席部員

デジタル戦略室戦略企画グループ主席部
員

堀川　圭一

モノづくり革新センターＡＩソリューショング
ループ主任部員

デジタル戦略室戦略企画グループ主任部
員

灰塚　真浩

生産本部生産技術センター所長
事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループリーダー

花村　克幸

生産本部生産技術センター所長補佐 事業創出本部生産技術センター所長 三好　一隆
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

生産本部生産技術センター所長補佐 事業創出本部生産技術センター所長補佐 中山　隆文

同上 同上 山田　義博

生産本部生産技術センタープロセス革新グ
ループリーダー

事業創出本部生産技術センタープロセス
革新グループ主席研究員

竹田　和史

生産本部生産技術センタープロセス革新グ
ループ主席研究員

事業創出本部生産技術センタープロセス
革新グループ主席研究員

梶川　泰照

同上 同上 重松　雅人

同上 同上 桑名　章博

生産本部生産技術センタープロセス革新グ
ループ主任研究員

事業創出本部生産技術センタープロセス
革新グループ主任研究員

山下　数弘

同上 同上 齋藤　玲

同上 同上 福井　直之

同上 同上 渡邉　進

同上 同上 渡邊　仁志

同上 同上 土田　牧弘

同上 同上
チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場ＭＡＣ－Ｃ建設室主任部員

北原　浩之

同上 同上 同上 宮川　和也

同上 同上 同上 渡辺　大輔

生産本部生産技術センター工業化グルー
プリーダー

事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ副グループリーダー

草壁　聡
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

生産本部生産技術センター工業化グルー
プ副グループリーダー

事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ副グループリーダー

ダイセルバリューコーティング（株）製造技
術部機能フィルムグループ

須田　聡

同上 同上 斎藤　守人

同上 同上 森　琢郎

生産本部生産技術センター工業化グルー
プ主席研究員

事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ主席研究員

斎藤　隆二

同上 同上 西岡　政司

同上 同上 木村　聡

同上 同上 尾﨑　亨

同上 同上 志摩　尚彦

同上 同上 川住　健一郎

同上 同上 草川　拓己

同上 同上

チェーンプロダクションカンパニー新井工場
生産部生産グループＰＣ開発室主席部員
兼 ダイセル新井ケミカル(株)生産開発部研
究開発課 兼 同社同部ＰＣ開発生産課

山田　学

同上 同上

チェーンプロダクションカンパニー新井工場
生産部生産グループＰＣ開発室主席部員
兼 ダイセル新井ケミカル(株)生産開発部Ｐ
Ｃ開発生産課

吉田　幸夫

生産本部生産技術センター工業化グルー
プ主任研究員

事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ主任研究員

牧沢　克憲

同上 同上 保坂　光輝

同上 同上 宮下　知治

同上 同上 岩本　尚久
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生産本部生産技術センター工業化グルー
プ主任研究員

事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ主任研究員

松井　豊

同上 同上 三井田　昌隆

同上 同上 海老浦　康貴

同上 同上 野島　高志

同上 同上 森　篤史

同上 同上 中山　裕之

同上 同上 髙浦　祐一

生産本部生産技術センターシミュレーショ
ングループリーダー

事業創出本部生産技術センターシミュレー
ショングループリーダー

伊奈　智秀

生産本部生産技術センターシミュレーショ
ングループ上席技師

事業創出本部コーポレート研究センター上
席技師

大阪大学 奥山　直人

同上
事業創出本部コーポレート研究センター上
席技師 兼 デジタル戦略室戦略企画グ
ループ上席技師

兼子　祐

生産本部生産技術センターシミュレーショ
ングループ主席研究員

事業創出本部コーポレート研究センター主
席研究員

今瀬　達也

生産本部生産技術センターシミュレーショ
ングループ主任研究員

事業創出本部生産技術センターシミュレー
ショングループ主任研究員

山田　剛史

事業支援本部Ｇｒ企業統括グループリー
ダー

チェーンプロダクションカンパニー大竹工場
総務部長

進藤　雅彦

事業支援本部Ｇｒ企業統括グループ主幹部
員

同本部コーポレート企画部主幹部員 柳瀬　文人

事業支援本部Ｇｒ企業統括グループ主任部
員

同本部コーポレート企画部主任部員 望月　靖

事業支援本部総務・秘書グループリーダー 同本部法務グループリーダー 林　一郎

事業支援本部総務・秘書グループリーダー 同本部同グループ主席部員 久保田　昌樹
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事業支援本部副本部長 同本部ＩＲ広報グループリーダー 廣川　正彦

事業支援本部人事グループ主席部員
デジタル戦略室システムオペレーショング
ループリーダー 兼 同室戦略企画グループ
主席部員

西村　恒治

事業支援本部コーポレート企画部主席部
員

同本部人事グループ主席部員 石橋　英之

事業支援本部人事グループ西播磨研修セ
ンター所長

同本部同グループ 中島　康弘

事業支援本部人事グループ西播磨研修セ
ンター所長 兼 同本部同グループ

同本部同グループ同センター 遠藤　貴

事業支援本部経理グループリーダー
同本部同グループ主席部員 兼 デジタル
戦略室戦略企画グループ主席部員

髙橋　清

デジタル戦略室長 戦略推進本部副本部長 中山　高

デジタル戦略室業務革新グループリーダー カスタマーセンター東京グループリーダー 弘津　正史

デジタル戦略室業務革新グループ主任部
員

カスタマーセンター業務革新グループ主任
部員 兼 デジタル戦略室戦略企画グルー
プ主任部員

赤坂　順一

同上
カスタマーセンター業務革新グループ主任
部員

今村　圭一

同上 兼 同室システムオペレーショング
ループ主任部員

同室戦略企画グループ主任部員 濵田　斉子

同上 同上 長谷川　明良

デジタル戦略室システムオペレーショング
ループリーダー

同室同グループ主席部員 梶原　慎一

デジタル戦略室システムオペレーショング
ループ主任部員

イノベーション・パークＣＳＲセンター総務グ
ループ主任部員

伊藤　弘

知的財産センター知的財産ソリューショング
ループリーダー

同センターライセンスグループリーダー 長谷川　智久

原料センター主任部員
ダイセルミライズ（株）事業支援本部業務部
兼 同社同本部業務部購買・貿易グループ

田中　功一
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エンジニアリングセンター設備管理グルー
プ主任部員

ダイセルバリューコーティング（株）生産部
設備管理グループ

遠藤　大介

エンジニアリングセンター調達グループリー
ダー

Daicel Safety Systems (Thailand) Co.，Ltd.
社長 兼 Daicel Safety Technologies
(Thailand) Co.，Ltd. 社長

山本　喜朗

エンジニアリングセンター調達グループ主
席部員

ダイセルバリューコーティング（株）生産部
設備管理グループリーダー

久保　勝也

エンジニアリングセンター調達グループ 同センター同グループリーダー 船戸　進

イノベーション・パーク所長 兼 事業創出本
部長補佐

事業創出本部事業創出推進部長 隅田　克彦

マテリアルＳＢＵ長補佐
ポリプラスチックス（株）営業本部営業企画
部長

西脇　哲

マテリアルＳＢＵ事業推進室研究開発グ
ループ副グループリーダー

同ＳＢＵアセチルＢＵセルロースマーケティ
ング部主席部員

樋口　暁浩

マテリアルＳＢＵ事業推進室研究開発グ
ループ上席技師

同ＳＢＵアセチルＢＵセルロースマーケティ
ング部上席技師

リサーチセンターリサーチグループ上席技
師

北山　健司

マテリアルＳＢＵ事業推進室研究開発グ
ループ主席研究員

同ＳＢＵアセチルＢＵセルロースマーケティ
ング部主席部員

中西　秀生

マテリアルＳＢＵ事業推進室研究開発グ
ループ主任研究員

大日ケミカル(株)プロセス開発部プロセス開
発課

上原　和浩

ヘルスケアＳＢＵ事業推進室事業戦略グ
ループ主席部員

同ＳＢＵ同室研究開発グループ主席研究
員

大村　雅也

スマートＳＢＵセンシングＢＵフレキシブルセ
ンサグループ主任部員

同ＳＢＵ事業推進室研究開発グループフレ
キシブルセンサチーム主任研究員

中川　政俊

スマートＳＢＵ事業推進室研究開発グルー
プフレキシブルセンサチーム主任研究員

同ＳＢＵ同室同グループＩＣ／半導体チーム
主任研究員

蒲原　茂樹

セイフティＳＢＵモビリティＢＵ調達部長 同ＳＢＵモビリティＢＵ調達部副部長 西山　慶倫

セイフティＳＢＵインダストリーＢＵ技術開発
センターアプリケーション開発室長

同ＳＢＵ同ＢＵ医療関連事業戦略部研究開
発室長

黒田　隆雄
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セイフティＳＢＵインダストリーＢＵ医療関連
事業戦略部主任部員

同ＳＢＵ同ＢＵ同部研究開発室副室長 兼
ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第二工
場生産部主任部員

伊賀　弘充

セイフティＳＢＵ技術開発センター所長 兼
同ＳＢＵ技術開発センター商品開発部長

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター所
長

寺内　秀明

セイフティＳＢＵ技術開発センター副所長
同ＳＢＵインダストリーＢＵ技術開発センター
所長

加藤　万濫

セイフティＳＢＵ技術開発センター商品開発
部特別技術職

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室特別技術職

岩井　保範

セイフティＳＢＵ技術開発センター商品開発
部主席部員

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室主席部員

ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第一工
場主席部員

岩切　敏郎

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室長

水野　秀樹

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室主席部員

勝田　信行

同上 同上 山﨑　征幸

同上 同上 山下谷　卓

同上 同上 山本　彰夫

同上 同上 吉田　諭

同上 同上 西岡　和宏

同上 同上 白岩　一伸

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター技
術管理室主席部員

中安　雅之

同上
同ＳＢＵインダストリーＢＵ技術開発センター
アプリケーション開発室主席部員

同ＳＢＵ特機事業部技術開発センター主席
部員

湯谷　洋司

セイフティＳＢＵ技術開発センター商品開発
部主任部員

同ＳＢＵインダストリーＢＵ技術開発センター
主任部員

矢野　成昭

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室主任部員

奥山　丘詞
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セイフティＳＢＵ技術開発センター商品開発
部主任部員

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター商
品開発室主任部員

藤﨑　陽次

同上 同上 中辻　巧

セイフティＳＢＵ技術開発センタープロセス
開発部長

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センタープ
ロセス開発室長

山本　豪紀

セイフティＳＢＵ技術開発センタープロセス
開発部特別技術職

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センタープ
ロセス開発室特別技術職

石田　修一

セイフティＳＢＵ技術開発センタープロセス
開発部主幹部員

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センタープ
ロセス開発室主幹部員

中ノ瀬　武治

セイフティＳＢＵ技術開発センタープロセス
開発部主席部員

同ＳＢＵインダストリーＢＵ技術開発センター
プロセス開発室長 兼 同ＳＢＵモビリティＢＵ
技術開発センタープロセス開発室主席部
員

三田　賢志

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センタープ
ロセス開発室主席部員

ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第一工
場主席部員

坂本　尚志

同上 同上
エンジニアリングセンター商品化技術創出
グループリーダー

岡田　一宣

同上 同上
エンジニアリングセンター商品化技術創出
グループ主席部員

前田　剛

セイフティＳＢＵ技術開発センタープロセス
開発部主任部員

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センタープ
ロセス開発室主任部員

金谷　英和

同上 同上 奥平　安孝

同上 同上 重田　将彦

同上 同上 勢能　雅敏

同上 同上 藤原　桂二

同上 同上 小西　直樹

同上 同上 赤鹿　亮世
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セイフティＳＢＵグローバル生産統括部長
同ＳＢＵ同部生産グループリーダー 兼 ダイ
セル・セイフティ・システムズ(株)第一工場主
席部員

茂木　久徳

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部主席
部員

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部長

ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第一工
場生産部主席部員

宮崎　年雄

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部生産
グループ主幹部員

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部生産グループ主幹部員

松本　隆幸

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部生産
グループ主席部員

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部生産グループ主席部員

高堀　健

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部安全
グループリーダー

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部安全グループリーダー

ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第一工
場主席部員

八木　聡

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部品質
保証グループリーダー

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部品質保証グループリーダー

三宅　竜太

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部品質
保証グループ主席部員

同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部品質保証グループ主席部員

ダイセル・セイフティ・システムズ(株)第一工
場主席部員

松田　直樹

同上 兼 ダイセル・セイフティ・システムズ
(株)第一工場主席部員

同上 村松　治

セイフティＳＢＵグローバル生産統括部品質
保証グループ主任部員

同ＳＢＵモビリティＢＵ技術開発センター技
術管理室長

太田　誠一

同上
同ＳＢＵモビリティＢＵグローバル生産統括
部品質保証グループ主任部員

品質監査室主任部員 佐久間　宏輔

セイフティＳＢＵ事業管理室管理グループ
リーダー

同ＳＢＵ同室長 菅原　洋

セイフティＳＢＵ事業管理室管理グループ
リーダー

同ＳＢＵ同室同グループ主任部員 吉村　健

セイフティＳＢＵ事業管理室管理グループ 同ＳＢＵ同室支援グループリーダー 小林　真哉子

セイフティＳＢＵ事業管理室支援グループ
リーダー

同ＳＢＵモビリティＢＵ調達部長 宮川　昌也

セイフティＳＢＵ事業管理室支援グループ
主任部員

カスタマーセンター播磨グループ担当リー
ダー

北野　勝則
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ＣＰＩカンパニー長
同カンパニーAnalytical Tools ＢＵ長 兼
同カンパニー同ＢＵ企画開発室長

村上　達史

ＣＰＩカンパニーグローバル研究開発グルー
プ主任研究員 兼 同カンパニーAnalytical
Tools ＢＵ研究開発センター主任研究員

同カンパニーグローバル研究開発グルー
プリーダー

鏡原　泰広

ＣＰＩカンパニーグローバル研究開発グルー
プリーダー

同カンパニー同グループ主任研究員 森下　康人

カスタマーセンター東京グループリーダー
兼 同センターＳＣＭ企画グループリーダー

同センター業務革新グループリーダー 紀平　秀人

カスタマーセンターＳＣＭ企画グループ主
席部員

同センター業務革新グループ主席部員 青砥　吉隆

同上 同センター主席部員 井上　伸一

カスタマーセンターＳＣＭ企画グループ主
任部員

同センター大竹グループ主任部員 坂田　修一

カスタマーセンター大竹グループ担当リー
ダー

同センター大竹グループ室長 柳川　秀之

カスタマーセンター播磨グループ主任部員
兼 セイフティＳＢＵ事業管理室支援グルー
プ主任部員

同センター広畑グループ主任部員 野田　慶治

カスタマーセンター広畑グループ主席部員 ダイセル物流（株）事業企画室主席部員 中井　寛

チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場長 兼 協同酢酸(株)代表取締
役社長

同カンパニー同製造所同工場副工場長
同カンパニー同製造所同工場ＭＡＣ－Ｃ建
設室長

中島　英彦

チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場生産部設備管理グループ電気
計装チームリーダー

同カンパニー同製造所同工場同部同グ
ループ同チーム主任部員

早﨑　孝明

チェーンプロダクションカンパニー大竹工場
総務部長

スマートＳＢＵディスプレイＢＵ機能フィルム
グループ主席部員

渡邊　憲

チェーンプロダクションカンパニー大竹工場
総務部主任部員

エンジニアリングセンター調達グループ主
任部員

長岡　典宏
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チェーンプロダクションカンパニー大竹工場
生産部設備管理グループ電気計装チーム
リーダー

同カンパニー同工場同部同グループ同
チーム

椿　大充

チェーンプロダクションカンパニー新井工場
長 兼 ダイセル新井ケミカル(株)社長

同カンパニー同工場副工場長 本田　公映

チェーンプロダクションカンパニー品質保証
部品質保証グループ

カスタマーセンター大竹グループ担当リー
ダー

塚本　壮一

マルチプルプロダクションカンパニー姫路
製造所広畑工場品質保証部長

同カンパニー同製造所同工場同部主席部
員

東洋スチレン(株) 奥村　泰男

ポリプラスチックス（株）
ダイセルミライズ（株）営業本部樹脂ユニット
レジン営業部

片山　昌広

ポリプラスチックス（株）生産統括本部生産
企画部長

デジタル戦略室長 兼 同室戦略企画グ
ループリーダー

小園　英俊

ダイセル物流（株）事業本部主席部員 セイフティＳＢＵ特機事業部長 高橋　一史

ダイセル物流（株）営業本部営業企画部課
長

同社同本部同部主任部員 森田　秀男

大日ケミカル(株)
ダイセルバリューコーティング（株）支援セン
ター

中村　隆之

同上
事業創出本部生産技術センター工業化グ
ループ主席研究員

清水　雅彦

同上 プロセス開発部プロセス開発課
スマートＳＢＵ事業推進室研究開発グルー
プＩＣ／半導体チーム主任研究員

油野　大輔

ダイセルパックシステムズ（株）社長補佐 同社代表取締役社長 近藤　髙志

ダイセルパックシステムズ（株）代表取締役
社長

事業支援本部コーポレート企画部主席部
員

小林　功史

パイクリスタル（株） 生産本部生産革新センター所長 近藤　弘康
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ダイセル・オルネクス（株）
マテリアルＳＢＵアセチルＢＵアセチルケミカ
ルマーケティング部主任部員

小林　傑

ダイセルバリューコーティング（株）生産部
設備管理グループリーダー

同社同部同グループ 筑紫　太

ダイセルバリューコーティング（株）生産部
設備管理グループ

チェーンプロダクションカンパニー大竹工場
生産部設備管理グループ電気計装チーム
リーダー

宇喜多　嘉之

同上
チェーンプロダクションカンパニー姫路製造
所網干工場生産部設備管理グループ機械
チーム主任部員

宮崎　重典

ダイセルミライズ（株）戦略企画部企画グ
ループ

同社事業支援本部戦略企画部 吉田　新

ダイセルミライズ（株）品質監査室
マルチプルプロダクションカンパニー姫路
製造所広畑工場品質保証部長

安田　道生

ダイセルミライズ（株）事業推進本部網干・
新井Ｒ＆Ｄセンター

同社同本部網干Ｒ＆Ｄセンター 土井　直樹

同上 同上 二十軒　年彦

同上  兼 同社コンシューマー事業本部
同社同本部新井Ｒ＆Ｄセンター 兼 同社営
業本部化成品ユニットケミカル営業部

戸田　達也

ダイセルミライズ（株）事業推進本部ＤＬＡＭ
Ｐ・接着室

同社営業本部樹脂ユニットコーティング営
業部

江川　弘晃

同上 同社同本部ＤＬＡＭＰ室 清水　潔

ダイセルミライズ（株）レジン事業本部 Daicel Miraizu (Thailand) Co., Ltd. 社長 植野　真治

ダイセルミライズ（株）レジン事業本部レジン
営業部

同社営業本部樹脂ユニットレジン営業部 西川　浩二

同上 同上 伊代住　知宏

同上 同上 山下　直
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ダイセルミライズ（株）レジン事業本部レジン
営業部

同社営業本部樹脂ユニットレジン営業部 片山　弘

同上 同上 安田　宗一

同上 同上 小澤　知宏

同上 同上 同社名古屋支店 佐々木　智裕

同上
同社営業本部樹脂ユニットコーティング営
業部

松本　大介

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部

同社営業本部ライフユニット 井元　和彦

同上 同社事業推進本部 中井　徹

同上 兼 同社同本部ＷＳＰ営業部
同社営業本部 兼 同社同本部化成品ユ
ニット 兼 同社同本部同ユニットＷＳＰ営業
部

濱崎　直人

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部ＷＳＰ営業部

同社営業本部化成品ユニットＷＳＰ営業部 村上　更

同上 同上 小川　憲一

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部ケミカル営業部

同社営業本部化成品ユニットケミカル営業
部

竹田　雄治

同上 同上 北野　裕史

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部ファーム営業部 兼 同社中標津営業所

同社営業本部ライフユニットファーム営業部
兼 同社同本部同部中標津営業所

大野　勝昭

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部ハウスホールド営業部

同社営業本部ライフユニットハウスホールド
営業部

石黒　一視

ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部コーティング営業部

東洋スチレン(株) 清水　健太郎

同上
同社営業本部樹脂ユニットコーティング営
業部

吉村　勝行

同上 同上 中谷　裕紀
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ダイセルミライズ（株）コンシューマー事業本
部コーティング営業部

同社営業本部樹脂ユニットコーティング営
業部

熊本　一範

Daicel Miraizu (Thailand) Co., Ltd.
ダイセルミライズ（株）営業本部 兼 同社同
本部樹脂ユニット

廣瀬　洋司

Daicel Safety Systems (Thailand) Co.，Ltd.
社長 兼 Daicel Safety Technologies
(Thailand) Co.，Ltd. 社長

Daicel Safety Systems (Thailand) Co.，Ltd. 沼本　賢治

Daicel Safety Systems (Thailand) Co.，Ltd.
事業支援本部コーポレート企画部主席部
員

浅野　郁之

同上
セイフティＳＢＵモビリティＢＵグローバル生
産統括部生産グループ主席部員

山﨑　薫

◆機構改革（２０２１年４月１日付）

「戦略推進本部」を「経営戦略本部」に改称し、下部組織に「戦略推進グループ」と「戦略企画グループ」を新設する

事業創出本部「新事業開発部」「コーポレート研究センター」「先進研究センター」を統合し、「事業創出センター」とする。

事業創出本部に「評価解析センター」を新設する。

事業創出本部に「金沢大学新産学協働研究所準備室」を新設する。

事業創出本部「生産技術センター」を、生産本部の下部へ移管する。

「パフォーマンスマテリアルズ本部」を新設する。

「モノづくり革新センター」を新設し、同センターに「生産革新グループ」「AIソリューショングループ」を設置する。

事業支援本部「コーポレート企画部」を解消する。

デジタル戦略室「戦略企画グループ」を解消する。

セイフティＳＢＵ「モビリティＢＵ」「インダストリーＢＵ」「特機事業部」の各「技術開発センター」を統合し、同ＳＢＵの下部へ移管する。

セイフティＳＢＵモビリティＢＵ「グローバル生産統括部」を同ＳＢＵの下部へ移管する。

カスタマーセンター「業務革新グループ」を、デジタル戦略室の下部へ移管する。

カスタマーセンターに「ＳＣＭ企画グループ」を新設する。
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