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役員の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は下記の通り、役員の異動を行いますのでお知らせいたします。  

 

記 

 

１．取締役 （異動予定日：2016年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

取締役 

専務執行役員 

松山 貞秋 

（まつやま さだあき） 

取締役常務執行役員 （執行役員 

役位変更） 

取締役 

専務執行役員 

久川 和彦 

（くがわ かずひこ） 

取締役常務執行役員 （執行役員 

役位変更） 

取締役 

専務執行役員 

早瀬 博章 

（はやせ ひろあや） 

取締役常務執行役員 （執行役員 

役位変更） 

取締役 

常務執行役員 

中山 和大 

（なかやま かずひろ） 

執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

阿部 憲一 

（あべ けんいち） 

執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

佐野 義正 

（さの よしまさ） 

執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

豊浦 仁 

（とようら ひとし） 

執行役員 新任 

取締役（社外取締役） 浜野 潤 

（はまの じゅん） 

－ 新任 

－ 

 

山下 節生 

（やました せつお） 

代表取締役 

専務執行役員 

退任 

－ 藤井 信雄 

（ふじい のぶお） 

取締役 

専務執行役員 

退任 

－ 

（クラレトレーディング株式会社

常勤顧問就任予定） 

天雲 一裕 

（てんくも かずひろ） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

－ 

（当社常勤監査役就任予定） 
雪吉 邦夫 

（ゆきよし くにお） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

－ 塩谷 隆英 

（しおや たかふさ） 

取締役（社外取締役） 退任 
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２．監査役 （異動予定日：2016年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

常勤監査役 雪吉 邦夫 

（ゆきよし くにお） 

取締役 

常務執行役員 

新任 

― 蜷川 洋一 

（にながわ よういち） 

常勤監査役 退任 

 

 

３．執行役員（取締役兼務者を除く） （異動予定日：2016年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

執行役員 スコット ベニング 

(Scott Bening) 

－ 新任 

執行役員 ステファン コックス 

(Stephen Cox) 

－ 新任 

執行役員 津軽 利紀 

（つがる としのり） 

理事 新任 

執行役員 高野 浩一 

（たかの こういち） 

理事 新任 

執行役員 髙井 信彦 

（たかい のぶひこ） 

理事 新任 

執行役員 尾松 俊宏 

（おまつ としひろ） 

理事 新任 

執行役員 川原 仁 

（かわはら ひとし） 

理事 新任 

執行役員 鈴木 一 

（すずき はじめ） 

理事 新任 

執行役員 中村 育雄 

（なかむら いくお） 

理事 新任 

― 小野寺 正憲 

（おのでら まさのり） 

執行役員 退任 
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４．異動後の全取締役・監査役・執行役員の役位 

（◎：新任  ※：役位変更  他：再任または留任） 

 代表取締役会長  伊藤 文大 

 代表取締役社長  伊藤 正明 

※ 取締役・専務執行役員  松山 貞秋 

※ 取締役・専務執行役員  久川 和彦 

※ 取締役・専務執行役員  早瀬 博章 

 取締役・常務執行役員  古宮 行淳 

◎ 取締役・常務執行役員  中山 和大 

◎ 取締役・常務執行役員  阿部 憲一 

◎ 取締役・常務執行役員  佐野 義正 

◎ 取締役・常務執行役員  豊浦 仁 

 取締役（社外取締役）  浜口 友一 

◎ 取締役（社外取締役）  浜野 潤 

 

 常勤監査役  村上 敬司 

◎ 常勤監査役  雪吉 邦夫 

 監査役（社外監査役）  藤本 美枝 

 監査役（社外監査役）  岡本 吉光 

 監査役（社外監査役）  名倉 三喜男 

 

 執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 

 執行役員  ジョージ アブディ 

（George Avdey） 

 執行役員  山根 幸則 

 執行役員  大村 章 

 執行役員  柏村 次史 

 執行役員  中島 多加志 

 執行役員  林 洋秀 

◎ 執行役員  スコット ベニング 

(Scott Bening)  

◎ 執行役員  ステファン コックス 

(Stephen Cox) 

◎ 執行役員  津軽 利紀 

◎ 執行役員  高野 浩一 

◎ 執行役員  髙井 信彦 

◎ 執行役員  尾松 俊宏 

◎ 執行役員  川原 仁 

◎ 執行役員  鈴木 一 

◎ 執行役員  中村 育雄 
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５．新任取締役・監査役の略歴 

（１）新任取締役 

氏  名 中山 和大（なかやま かずひろ） 

生年月日 １９５６年１月１日 

最終学歴 １９８０年 ３月  九州大学工学部（修士）卒 

略  歴 １９８０年 ４月  株式会社クラレ入社 

２０００年 ９月  環境・技術本部 SEPCA建設班リーダー 

２００６年 ４月  環境安全・技術本部企画管理部長 

２００８年 ４月  技術本部技術開発センター長 

２０１２年 ４月  倉敷事業所長 

２０１２年 ６月  執行役員（現任） 

２０１３年 ４月  ビニルアセテートカンパニー海外事業部長 

２０１４年 ４月  技術本部長（現任） 

 

 

氏  名 阿部 憲一（あべ けんいち） 

生年月日 １９５６年５月３日 

最終学歴 １９８０年 ３月  京都大学経済学部卒 

略  歴 １９８０年 ４月  株式会社クラレ入社 

 ２０００年 ６月  化学品事業本部ポリマー販売部次長 

 ２００１年 ４月  エラストマー事業部エラストマー販売部長 

 ２００６年 ４月  化成品カンパニー企画管理部長 

 ２００８年 ４月  化成品・メディカルカンパニーイソプレンケミカル事業部副事業部長 

 ２００９年 ４月  化成品・メディカルカンパニーエラストマー事業部長 

 ２０１０年 ４月  クラレアメリカ社長 

 ２０１２年 ４月  経営企画本部長 

 ２０１２年 ６月  執行役員（現任） 

 ２０１３年 ４月  新事業開発本部長（現任） 

 

 

氏  名 佐野 義正（さの よしまさ） 

生年月日 １９５６年４月１２日 

最終学歴 １９８０年 ３月  大阪市立大学商学部卒 

略  歴 １９８０年 ４月  株式会社クラレ入社 

 ２００１年 ７月  ファインケミカル事業部販売部長 

 ２００７年 ４月  化成品・メディカルカンパニーイソプレンケミカル事業部 

           化学品販売部長 

 ２０１０年 ４月  化学品カンパニーエラストマー事業部長 

 ２０１２年 ６月  執行役員（現任） 

 ２０１４年 ４月  機能材料カンパニーメタアクリル事業部長（現任） 
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氏  名 豊浦 仁（とようら ひとし） 

生年月日 １９５８年１１月１８日 

最終学歴 １９８２年 ３月  早稲田大学政治経済学部卒 

略  歴 １９８２年 ４月  株式会社クラレ入社 

 ２００３年 ４月  生活資材カンパニー不織布原料部長 

 ２０１０年 ４月  繊維カンパニー繊維資材事業部長 

 ２０１３年 ６月  執行役員（現任） 

 ２０１５年 １月  繊維カンパニー生活資材事業部長（現任） 

 ２０１５年 ３月  クラレファスニング株式会社社長（現任） 

 

 

氏  名 浜野 潤（はまの じゅん）   ※社外取締役 

生年月日 １９５１年２月２７日 

最終学歴 １９７４年３月  東京大学経済学部卒 

略  歴 １９７４年４月  経済企画庁入庁 

 １９９９年 7月  経済企画庁長官官房秘書課長 

 ２００１年１月  内閣府大臣官房人事課長 

 ２００２年１月  内閣府大臣官房審議官（経済財政運営担当） 

 ２００４年７月  内閣府政策統括官（経済財政運営担当） 

 ２００６年７月  内閣府審議官 

 ２００８年７月  内閣府大臣官房長 

 ２００９年７月  内閣府事務次官 

 ２０１２年１月  内閣府顧問 

 ２０１３年４月  株式会社電通顧問（現任） 

 ２０１４年６月  公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事（現任） 

 ２０１５年６月  公益財団法人労働科学研究所理事長 

 ２０１５年９月  公益財団法人大原記念労働科学研究所理事長（現任） 
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（２）新任監査役（常勤監査役）       

氏  名 雪吉 邦夫（ゆきよし くにお） 

生年月日 １９５１年５月２日 

最終学歴 １９７５年 ３月  東京工業大学工学部卒 

略  歴 １９７５年 ４月  株式会社クラレ入社 

 ２０００年 ６月  技術開発センター化学プロセス開発部長 

 ２００１年 ４月  岡山事業所ポバール・エバール生産技術部長 

 ２００４年 ４月  環境・技術本部企画管理部長 

 ２００７年 ４月  機能樹脂・フィルムカンパニーポバールフィルム事業部副事業部長 

 ２００８年 ４月  機能樹脂・フィルムカンパニーポバールフィルム事業部長 

 ２０１０年 ４月  倉敷事業所長 

 ２０１０年 ６月  執行役員 

 ２０１２年 ４月  技術本部担当（現任）、国内事業所担当（現任） 

        兼 技術本部長 

 ２０１２年 ６月  取締役・常務執行役員（現任） 

 

以 上 


