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2018年3月7日



各　位 旭化成株式会社

今般、下記のとおり組織改正および役員等の異動を行いますので、お知らせいたします。

▼組織改正

   (発令日：2018年4月1日)

【旭化成株式会社関係】

  1．製造技術統括部を製造企画部に改称する。

  2．製造統括本部を新設し、内部組織として、製造企画部、川崎製造所、鈴鹿製造所、守山製造所、水島製造所を位置付ける。

  3．住・くらしプロジェクトを廃止する。

【旭化成株式会社・繊維事業本部関係】

　不織布事業部を、スパンボンドを中心とするスパンボンド事業部とベンリーゼ・ラムースを中心とする不織布事業部に分割する。

【旭化成株式会社・高機能ポリマー事業本部関係】

　合成ゴム事業部をタイヤ向けS-SBRを中心とする合成ゴム事業部と、スチレン系エラストマーを中心とするエラストマー事業部に分割する。 

【旭化成株式会社・高機能マテリアルズ事業本部関係】

　電子・機能製品事業部から感光材事業グループを独立させ、感光材事業部を新設する。

【旭化成ファーマ株式会社関係】

　1．医薬事業推進総部を廃止する。　　

　2．医薬営業本部の医薬マーケティング総部を廃止する。 

　3．医薬マーケティング本部を新設し、医薬事業推進総部の主たる機能と、医薬営業本部・医薬マーケティング総部の主要製剤の戦略立案に関する

　 　機能を移管する。また、内部組織として骨領域事業戦略部を新設する。

2018年3月7日

組織改正および役員等の異動について



▼役員等の異動

　(発令日：2018年4月1日)

　※下線部は、担当職務です。

【旭化成株式会社関係】

上席執行役員

(ヘルスケア領域担当（共管)
(旭化成ファーマ）代表取締役社長
兼　社長執行役員
兼　（旭化成メディカル）取締役)

柴田　豊

▽常務執行役員
兼　生産技術本部
　　生産技術センター長

(上席執行役員) 生産技術本部長 田川　克志

▽専務執行役員 (常務執行役員) 高機能ポリマー事業本部長 吉田　浩

▽米国担当補佐
　社長付 ((旭化成アメリカ）取締役社長)

専務執行役員

根井　伸一朗

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ヘルスケア領域担当（共管）
(旭化成ファーマ)取締役
兼　(旭化成メディカル)取締役

(経営企画・経理財務担当) 取締役　兼　常務執行役員 坂本　修一

▽専務執行役員
(常務執行役員
兼　(Polypore International)　CEO)

セパレータ事業本部長 高山　茂樹

▽製造統括本部長 (製造技術統括部長) 常務執行役員 成田　睦夫

▽常務執行役員 (上席執行役員) 取締役　兼　総務部長 柿澤　信行

▽経営企画・経理財務担当



▽マテリアル領域担当補佐(北米担当)
(Asahi Kasei Plastics North America
Inc.）Chairman

((Asahi Kasei Plastics North
America Inc.) President)

上席執行役員 John　Moyer

坂元　誠

▽監査部
((旭化成エレクトロニクス)
　企画管理部長)

高嶋　秀治

▽上席理事 (理事)
(旭化成エンジニアリング)
代表取締役社長

河野　龍次

▽上席理事 (理事) 研究・開発本部　技術政策室長 野崎　貴司

▽執行役員 (上席理事) 電子・機能製品事業部長 杉山　広明

▽上席執行役員 (執行役員) (旭化成ヨーロッパ)取締役社長 堤　秀樹

▽上席執行役員
兼　研究・開発本部副本部長

(執行役員)

研究・開発本部
化学・プロセス研究所長
兼　石油化学事業本部
技術開発総部長

白井　博史

▽上席理事 (理事) 人事部長 河本　上総

▽執行役員
　購買・物流担当

(上席理事
兼 (三菱ケミカル旭化成エチレン)
代表取締役社長)

▽セパレータ事業担当補佐 (電池材料事業部長) 執行役員 西村　佳史

▽(旭化成アメリカ)取締役社長 (経理部長) 上席執行役員 有馬　大地



▽
(上席執行役員
購買・物流担当）

前田　富弘

▽製造統括本部　守山製造所長 (守山製造所長) 榎園　博文

▽製造統括本部　水島製造所長 (水島製造所長) 上席理事 室園　康博

▽製造統括本部　川崎製造所長 (川崎製造所長) 藤田　和久

▽製造統括本部　鈴鹿製造所長 (鈴鹿製造所長) 山越　保正

▽環境安全・品質保証部
　安全企画グループ長

((旭化成パックス)代表取締役社長) 曽根　辰夫

▽製造統括本部　製造企画部長
(石油化学事業本部
基礎化学品事業部長)

川瀬　正嗣

▽(旭化成ヨーロッパ)
研究・開発本部
クリーンエネルギープロジェクト長

竹中　克

▽経理部長 (経理部　税務室長) 佐藤　要造

▽ ((旭化成アミダス)代表取締役社長) 取締役　兼　上席執行役員 橋爪　宗一郎

▽(旭化成アミダス)代表取締役社長
(高機能マテリアルズ事業本部
交換膜事業部長)

井川　裕史



【旭化成株式会社・繊維事業本部関係】

【旭化成株式会社・石油化学事業本部関係】

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽スパンボンド事業部長　
(不織布事業部
スパンボンド資材営業部長)

三枚堂　和彦

((旭化成繊維イタリア)
代表取締役社長)

中嶋　康善

▽(旭化成アドバンス)専務執行役員
兼　(旭化成アドバンス)繊維本部長

(ロイカ事業部長) 西澤　明

▽ロイカ事業部長
(経営企画部
マーケティング・海外企画室長)

芳賀　伸一郎

▽本部長付 (不織布事業部長) 雛元　克彦

▽本部長付
((旭化成アドバンス)副社長執行役員
兼（旭化成アドバンス）繊維本部長)

羽田　学

渡辺　智也▽ (執行役員)

▽上席理事 (理事) 石油化学事業本部　企画管理部長 堀江　俊保

▽不織布事業部長



▽(PTT旭ケミカル)取締役副社長

【旭化成株式会社・高機能ポリマー事業本部関係】

【旭化成株式会社・高機能マテリアルズ事業本部関係】

▽MMA事業部長

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

(企画管理部　膜水・交換膜企画室長) 吉澤　輝彦

▽感光材事業部長
(電子・機能製品事業部
感光材事業グループ長)

竹田　健二

▽基板材料事業部長
((旭化成電子材料（蘇州)）
董事　総経理)

富田　宏朗

▽交換膜事業部長

▽基礎化学品事業部長
(企画管理部
エチレンセンター企画室長)

柴入　徹也

▽エラストマー事業部長
((旭化成シンセティックラバー
（シンガポール）)取締役社長)

小池　達也

(MMA事業部長) 池田　庸之助

(企画管理部　企画室長) 森脇　嗣雄



【旭化成株式会社・消費財事業本部関係】

【旭化成株式会社・セパレータ事業本部関係】

▽(Polypore International)CEO

【旭化成エレクトロニクス株式会社関係】

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽社長付 ((PTT旭ケミカル)取締役副社長) 渋川　直樹

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽企画管理部長
(シリコンソリューション事業部
シリコンソリューション事業推進部長)

川田　泉

(Polypore International) 松山　博圭

▽セパレータ事業本部付

▽電池材料事業部長
((旭化成イーマテリアルズ韓国)
代表理事)

五十嵐　弘之

(基板材料事業部長) 森　徹

▽(旭化成パックス)代表取締役社長
((旭化成ホームプロダクツ）
営業統括本部長)

坪木　卓哉



【旭化成建材株式会社関係】

【旭化成ホームズ株式会社関係】

▽西日本営業本部長
取締役
兼　常務執行役員
兼　関西営業本部長

池田　隆

▽
((旭化成不動産レジデンス)
開発営業本部長)

取締役
兼　専務執行役員
兼（旭化成不動産レジデンス）
代表取締役社長

池谷　義明

▽専務執行役員 
(常務執行役員
兼　(旭化成）住・くらしプロジェクト
長)

取締役
兼　新規事業推進本部長

森　次郎

▽会長 (取締役会長) 池田　英輔

▽副社長執行役員 (専務執行役員　兼　技術本部長) 取締役 真柄　琢哉

▽社長付 ((旭化成ホームズ)経営管理部長) 冨岡　達

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ (常務執行役員) 萩元　斉

▽執行役員 企画管理部長 大森　邦弘

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名



オーナーサービス推進本部長

▽技術本部長 (技術本部次長) 勝間　譲二

▽社長付
((旭化成メディカル）常務執行役員
兼　(旭化成メディカル）
血液浄化事業部長)

岡　慎一郎

▽中部営業本部長 (埼玉・北関東営業本部長) 港　真則

▽(旭化成不動産レジデンス)
　仲介・賃貸営業本部長

(西日本営業本部長) 森谷　浩生

▽千葉・茨城営業本部長 (東京営業本部　渋谷支店長) 中村　裕

▽静岡営業本部長 (中部営業本部長) 福冨　吉隆

▽執行役員 鶴川　和豊

▽執行役員
　兼　埼玉・北関東営業本部長

(千葉・茨城営業本部長) 大和久　裕二

▽(旭化成不動産レジデンス）
　開発営業本部長

((旭化成不動産レジデンス）
仲介・賃貸営業本部長)

執行役員 兒玉　芳樹

▽東京営業本部長 (マーケティング本部長) 執行役員 阿久津　富和

▽マーケティング本部長 (東京営業本部長)
取締役
兼　常務執行役員

藤澤　秀樹



【旭化成ファーマ株式会社関係】

【旭化成メディカル株式会社関係】

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ ((旭化成ファーマ）取締役) 代表取締役社長　兼　社長執行役員 姫野　毅

▽医薬営業本部  首都圏営業統括部長
(医薬営業本部
医薬マーケティング総部長)

柳川　悟

▽医薬営業本部長
(医薬営業本部
医薬マーケティング総部
営業推進室長)

陰山　博章

▽医薬マーケティング本部
　骨領域事業戦略部長

(臨床開発センター長) 中村　泰朗

▽臨床開発センター長
(医薬事業推進総部
プロジェクト推進部長)

鶴田　一壽

▽取締役　兼　常務執行役員
兼　医薬マーケティング本部長

(執行役員　兼　医薬営業本部長) 八木　一也

▽医薬マーケティング本部副本部長 (医薬事業推進総部長) 執行役員 松崎　修

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長
兼　社長執行役員

(取締役
兼　常務執行役員)

青木　喜和



以　上

((旭化成ファーマ）医薬営業本部
首都圏営業統括部長)

山崎　諭

▽ (常勤監査役) 重岡　勇治

▽常勤監査役
※３月の同社臨時株主総会に付議

▽経営統括総部長
(バイオプロセス事業部
製品マーケティング部長)

葉山　潤一

((ZOLL)) 四ノ宮　健
▽バイオプロセス事業部
　事業企画部長

▽取締役 兼 常務執行役員 (執行役員) バイオプロセス事業部長 住吉　修吾

▽血液浄化事業部長 (経営統括総部長) 近藤　修司



▼役員等の異動

（発令：6月）

　※下線部は、担当職務です。

【旭化成株式会社関係】

▽
(社外取締役)
※定時株主総会日付にて退任

市野　紀生

▽社外取締役
※定時株主総会付議

岡本　毅

▽(PSジャパン)代表取締役社長
※PSジャパン定時株主総会付議

執行役員 佐藤　公

▽(旭リサーチセンター)
　代表取締役社長
※旭リサーチセンター定時株主
　総会付議

(米国担当補佐
社長付)

上席執行役員 根井　伸一朗

▽取締役
※定時株主総会付議

専務執行役員
経営企画・経理財務担当

柴田　豊

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽名誉会長
(取締役会長)
※定時株主総会日付にて退任

伊藤　一郎



【旭化成エレクトロニクス株式会社関係】

【旭化成建材株式会社関係】

【旭化成ホームズ株式会社関係】

以　上

▽
(常勤監査役)
※同社定時株主総会日付にて退任

峪　守央

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽常勤監査役
※同社定時株主総会付議

(社長付) 岡　慎一郎

▽
(常勤監査役)
※同社定時株主総会日付にて退任

加藤　雅教

木村　康之

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽常勤監査役
※同社定時株主総会付議

(社長付) 冨岡　達

▽
(常勤監査役)
※同社定時株主総会日付にて退任

継　続　職 氏　　名

▽常勤監査役
※同社定時株主総会付議

(社長付) 渋川　直樹

新　　　職 旧　　　職



2018年3月7日

2018年度 旭化成（株）　取締役・執行役員・上席理事・監査役一覧表
(2018年4月1日時点)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

取締役会長 伊藤　一郎 ○取締役会の招集および議長 常勤監査役 　小林　友二

代表取締役社長 小堀　秀毅 ○株主総会、経営会議の招集および議長 常勤監査役 　城戸　信介　

兼　社長執行役員 ○グループ経営総括

○マテリアル領域担当

非常勤監査役 　真壁　昭夫

代表取締役 中尾　正文 ○環境安全・品質保証担当 （社外監査役）

兼　副社長執行役員 ○支社担当

○生産技術担当 非常勤監査役 　伊藤　鉄男

○製造担当 （社外監査役）

○研究・開発担当

非常勤監査役 　小西　彦衞

取締役 坂本　修一 ○ヘルスケア領域担当（共管） （社外監査役）

兼　常務執行役員

取締役 柿澤　信行 ○総務・法務担当 ○総務部長

兼　常務執行役員 ○リスク・コンプライアンス担当

取締役 橋爪　宗一郎 ○人事担当

兼　上席執行役員

取締役（社外取締役） 市野　紀生

取締役（社外取締役） 白石　真澄

取締役（社外取締役） 立岡　恒良

氏　　　名 氏　　　名



専務執行役員 柴田　豊 ○経営企画担当

○経理財務担当

○IT担当

○旭化成ヨーロッパ補佐

○旭化成アドバンス補佐

○旭化成アメリカ

○旭化成(中国)投資有限公司

専務執行役員 Richard Packer ○ヘルスケア領域担当（共管）

専務執行役員 高山　茂樹 ○セパレータ事業担当 ○セパレータ事業本部長

専務執行役員 吉田　浩 ○高機能ポリマー事業担当 ○高機能ポリマー事業本部長

常務執行役員 竹本　常夫 ○延岡支社長

常務執行役員 濱井　研史 ○高機能マテリアルズ事業担当 ○高機能マテリアルズ事業本部長

常務執行役員 川畑　文俊 ○住宅領域担当

常務執行役員 成田　睦夫 ○製造担当補佐 ○製造統括本部長

○環境安全・品質保証担当補佐

常務執行役員 田川　克志 ○生産技術担当補佐 ○生産技術本部長

〇生産技術本部　生産技術センター長

上席執行役員 根井　伸一朗 ○米国担当補佐



上席執行役員 本多　英司 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐

上席執行役員 浅野　泰 ○旭化成アドバンス　代表取締役社長

上席執行役員 工藤　幸四郎 ○繊維事業担当 ○繊維事業本部長

○大阪支社 ○大阪支社長

上席執行役員 山岸　秀之 ○研究・開発担当補佐 ○研究・開発本部長

上席執行役員 John Moyer ○マテリアル領域担当補佐(北米担当) ○Asahi Kasei Plastics North America Inc.

　Chairman

上席執行役員 Jonathan Rennert

上席執行役員 有馬　大地 ○旭化成アメリカ　取締役社長

上席執行役員 小野　善広 ○石油化学事業担当 ○石油化学事業本部長

上席執行役員 堤　秀樹 ○旭化成ヨーロッパ　取締役社長

上席執行役員 白井　博史 ○研究・開発本部　副本部長

○研究・開発本部　化学・プロセス研究所長

○石油化学事業本部　技術開発総部長

執行役員 田中　孝之 ○ZOLL Medical Corp.

   VP Asia-Pacific Commercial Operation

執行役員 草壁　亮太郎 ○繊維事業担当補佐



執行役員 吉野　龍二郎 ○レオナ繊維事業部長

執行役員 堀本　成宏 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐 ○高機能マテリアルズ事業本部　企画管理部長

執行役員 佐々木　秀雄 ○研究・開発本部　ヘルスケア研究開発センター長

執行役員 佐藤　公 ○石油化学事業担当補佐

執行役員 椋野　貴司 ○中国総代表　

○旭化成(中国)投資有限公司　董事長

執行役員 久世　直洋 ○エグゼクティブフェロー ○UVCプロジェクト長

　（化合物半導体領域）

執行役員 西村　佳史 ○セパレータ事業担当補佐

執行役員 末次　稔 ○消費財事業担当 ○消費財事業本部長

○旭化成ホームプロダクツ　代表取締役社長

執行役員 坂元　誠 ○購買・物流担当

執行役員 杉山　広明 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐 ○電子・機能製品事業部長

上席理事 岡村　一 ○富士支社長

上席理事 加藤　仁一郎 ○研究・開発本部　研究開発センター長



上席理事 福田　明 ○セパレータ事業本部　企画管理部長

上席理事 室園　康博 ○水島製造所長

上席理事 河本　上総 ○人事部長

上席理事 河野　龍次 ○旭化成エンジニアリング　代表取締役社長

上席理事 野崎　貴司 ○研究・開発本部　技術政策室長

上席理事 堀江　俊保 ○石油化学事業本部　企画管理部長



2018年度 旭化成エレクトロニクス（株）　取締役・執行役員・監査役一覧表
(2018年4月1日時点) (6月定時株主総会以降)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

代表取締役社長 　田村　　敏 ○取締役会および経営会議議長 常勤監査役 渋川　直樹
兼　社長執行役員

取締役 　浜下　浩一 ○製品基盤技術担当 非常勤監査役 吉本　豊
兼　常務執行役員 ○RC担当

取締役 　久世　直洋 ○研究開発担当 ○LED事業化プロジェクト長
兼　常務執行役員 ○旭化成　ＵＶＣプロジェクト長

取締役 　本多　英司

執行役員 　寺田　正人 ○センシングソリューション事業部長

2018年3月7日

氏　　　　　名 氏　　　名



2018年度 旭化成ホームズ（株）　取締役・執行役員・監査役一覧表
(2018年4月1日時点) (6月定時株主総会以降)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項 　　　氏 　　名

会長 　池田　英輔 常勤監査役 岡　慎一郎

代表取締役社長 　川畑　文俊 ○取締役会および経営会議議長 非常勤監査役 砂田　達哉

兼　社長執行役員

取締役 　真柄　琢哉 ○研究開発・技術担当

兼  副社長執行役員

取締役   池谷  義明 ○不動産事業担当 ○旭化成不動産レジデンス　代表取締役社長

兼  専務執行役員

取締役   森  次郎 ○経営管理、新規事業、情報システム担当 ○新規事業推進本部長

兼  専務執行役員

取締役   池田  　隆 ○関西営業本部、西日本営業本部 ○関西営業本部長

兼  常務執行役員 ○西日本営業本部長

取締役   藤澤  秀樹 ○営業部門担当 ○マーケティング本部長

兼　常務執行役員 ○マーケティング本部

取締役   高木  良幸 ○人事,総務,コンプライアンス,金融・保険事業担当 ○総務部長

兼　常務執行役員

取締役 　堺　正光

執行役員   兒玉  芳樹 ○不動産開発事業担当 ○旭化成不動産レジデンス　専務取締役

○旭化成不動産レジデンス　開発営業本部長

執行役員   伊藤  大輔 ○設計本部 ○設計本部長

執行役員   阿久津  富和 ○東京営業本部 ○東京営業本部長

氏　　　　　名



執行役員   秦  考一 ○リフォーム事業担当 ○旭化成リフォーム　代表取締役社長

執行役員   米山   肇 ○神奈川営業本部 ○神奈川営業本部長

執行役員   鈴木  誠 ○施工本部 ○施工本部長

執行役員 　鶴川　和豊 ○オーナーサービス推進本部 ○オーナーサービス推進本部長

執行役員 　大和久　裕二 ○埼玉・北関東営業本部 ○埼玉・北関東営業本部長



2018年度 旭化成建材（株）　取締役・執行役員・監査役一覧表
(2018年4月1日時点) (6月定時株主総会以降)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

代表取締役社長 　堺　　正光 ○取締役会および経営会議議長 常勤監査役 冨岡　達
兼　社長執行役員

取締役 　穴澤　　昇 ○事業本部 ○事業本部長 非常勤監査役 伊藤　隆行
兼　常務執行役員 ○RC、研究開発担当

取締役 　川畑　文俊

執行役員 　大森　邦弘 ○企画管理部 ○企画管理部長
○コンプライアンス担当

氏　　　　　名 氏　　　名



2018年度 旭化成ファーマ（株）　取締役・執行役員・監査役一覧表
(2018年4月1日時点) (2018年4月1日時点)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

代表取締役社長　 　青木　喜和 ○取締役会および経営会議議長 常勤監査役 　島津　正康
兼　社長執行役員

取締役 　八木　一也 ○医薬マーケティング担当 ○医薬マーケティング本部長 非常勤監査役 　東　知宏
兼　常務執行役員 ○医薬営業担当

取締役 　坂本　修一

執行役員 　松崎　修 ○医薬マーケティング担当補佐 ○医薬マーケティング副本部長
○医薬研究開発担当

執行役員 　出口　博基 ○診断薬事業担当 ○経営統括総部長
○アジア事業担当

氏　　　　　名 氏　　　名



2018年度 旭化成メディカル（株）　取締役・執行役員・監査役一覧表
(2018年4月1日時点) (2018年4月1日時点)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

代表取締役社長 　姫野　毅 ○取締役会および経営会議議長 常勤監査役 山崎　諭

兼　社長執行役員

取締役 　太田　晋輔 ○生産技術担当 ○生産技術統括本部長 非常勤監査役 大日方　隆
兼　常務執行役員 ○RC担当 ○旭化成メディカルＭＴ　代表取締役社長

○薬事・信頼性保証担当補佐

取締役 　佐々木　秀雄 ○研究開発担当 ○医療製品開発本部長

兼　常務執行役員

取締役 　住吉　修吾 ○経営企画担当 ○バイオプロセス事業部長

兼　常務執行役員

取締役 　坂本　修一

氏　　　　　名 氏　　　名



2018年3月7日

2018年度 旭化成（株）　取締役・執行役員・上席理事・監査役一覧表
(2018年6月株主総会後)

担　当　職　務 ラインポストとしての任命事項

名誉会長 伊藤　一郎 常勤監査役 　小林　友二

代表取締役社長 小堀　秀毅 ○株主総会,取締役会,経営会議の招集および議長 常勤監査役 　城戸　信介　

兼　社長執行役員 ○グループ経営総括

○マテリアル領域担当

非常勤監査役 　真壁　昭夫

代表取締役 中尾　正文 ○環境安全・品質保証担当 （社外監査役）

兼　副社長執行役員 ○支社担当

○生産技術担当 非常勤監査役 　伊藤　鉄男

○製造担当 （社外監査役）

○研究・開発担当

非常勤監査役 　小西　彦衞

取締役 柴田　豊 ○経営企画担当 （社外監査役）

兼　専務執行役員 ○経理財務担当

○IT担当

○旭化成ヨーロッパ補佐

○旭化成アドバンス補佐

○旭化成アメリカ

○旭化成(中国)投資有限公司

取締役 坂本　修一 ○ヘルスケア領域担当（共管）

兼　常務執行役員

取締役 柿澤　信行 ○総務・法務担当 ○総務部長

兼　常務執行役員 ○リスク・コンプライアンス担当

取締役 橋爪　宗一郎 ○人事担当

兼　上席執行役員

氏　　　名 氏　　　名



取締役（社外取締役） 白石　真澄

取締役（社外取締役） 立岡　恒良

取締役（社外取締役） 岡本　毅

専務執行役員 Richard Packer ○ヘルスケア領域担当（共管）

専務執行役員 高山　茂樹 ○セパレータ事業担当 ○セパレータ事業本部長

専務執行役員 吉田　浩 ○高機能ポリマー事業担当 ○高機能ポリマー事業本部長

常務執行役員 竹本　常夫 ○延岡支社長

常務執行役員 濱井　研史 ○高機能マテリアルズ事業担当 ○高機能マテリアルズ事業本部長

常務執行役員 川畑　文俊 ○住宅領域担当

常務執行役員 成田　睦夫 ○製造担当補佐 ○製造統括本部長

○環境安全・品質保証担当補佐

常務執行役員 田川　克志 ○生産技術担当補佐 ○生産技術本部長

上席執行役員 根井　伸一朗 ○旭リサーチセンター代表取締役社長



上席執行役員 本多　英司 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐

上席執行役員 浅野　泰 ○旭化成アドバンス　代表取締役社長

上席執行役員 工藤　幸四郎 ○繊維事業担当 ○繊維事業本部長

○大阪支社 ○大阪支社長

上席執行役員 山岸　秀之 ○研究・開発担当補佐 ○研究・開発本部長

上席執行役員 John Moyer ○マテリアル領域担当補佐(北米担当) ○Asahi Kasei Plastics North America Inc.

    Chairman

上席執行役員 Jonathan Rennert

上席執行役員 有馬　大地 ○旭化成アメリカ　取締役社長

上席執行役員 小野　善広 ○石油化学事業担当 ○石油化学事業本部長

上席執行役員 堤　秀樹 ○旭化成ヨーロッパ　取締役社長

上席執行役員 白井　博史 ○研究・開発本部　副本部長

○研究・開発本部　化学・プロセス研究所長

○石油化学事業本部　技術開発総部長

執行役員 田中　孝之 ○ZOLL Medical Corp.

   VP Asia-Pacific Commercial Operation

執行役員 草壁　亮太郎 ○繊維事業担当補佐



執行役員 吉野　龍二郎 ○レオナ繊維事業部長

執行役員 堀本　成宏 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐 ○高機能マテリアルズ事業本部　企画管理部長

執行役員 佐々木　秀雄 ○研究・開発本部　ヘルスケア研究開発センター長

執行役員 佐藤　公 ○PSジャパン代表取締役社長

執行役員 椋野　貴司 ○中国総代表

○旭化成(中国)投資有限公司　董事長

執行役員 久世　直洋 ○エグゼクティブフェロー ○UVCプロジェクト長

　（化合物半導体領域）

執行役員 西村　佳史 ○セパレータ事業担当補佐

執行役員 末次　稔 ○消費財事業担当 ○消費財事業本部長

○旭化成ホームプロダクツ　代表取締役社長

執行役員 坂元　誠 ○購買・物流担当

執行役員 杉山　広明 ○高機能マテリアルズ事業担当補佐 ○電子・機能製品事業部長

上席理事 岡村　一 ○富士支社長

上席理事 加藤　仁一郎 ○研究・開発本部　研究開発センター長



上席理事 福田　明 ○セパレータ事業本部　企画管理部長

上席理事 室園　康博 ○水島製造所長

上席理事 河本　上総 ○人事部長

上席理事 河野　龍次 ○旭化成エンジニアリング　代表取締役社長

上席理事 野崎　貴司 ○研究・開発本部　技術政策室長

上席理事 堀江　俊保 ○石油化学事業本部　企画管理部長
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