
 

平成 31年 2月 13日 

 

 

 

 

 株式会社トーア紡コーポレーション 人事異動 

 

 

（平成 31年 3月 28日付） 

   執行役員 就任                                          難波 正之 

     

    

 （平成 31年 4月 1日付）                 

新 職 現   職 氏 名 

執行役員 経営管理本部 副本部長（総務担当） 

兼 総務部長 
経営管理本部 総務部長 難波 正之 

 

                                                            以上 



 

 

（平成 31年 4月 1日付 執行役員体制） 

社長執行役員                                               長井  渡 

  常務執行役員 ファインケミカル事業本部長                                 牛丸  修 

  常務執行役員 東京管掌 兼 ライフソリューション事業本部長                          齋藤 和幸 

  上席執行役員 経営管理本部長                                       戸口 雄吾 

  上席執行役員 エレクトロニクス事業本部長                                 堀口 泰夫 

上席執行役員 技術本部長 兼 環境保全室長                                  興津 裕文 

  上席執行役員 事業開発本部長                                       山下 純一 

  執行役員 事業開発本部 副本部長（グローバル開発事業担当）兼 グローバル開発事業部長           中村  茂 

    執行役員 経営管理本部 副本部長（経理担当）                              近江  学 

    執行役員 経営管理本部 副本部長（総務担当）兼 総務部長                         難波 正之 

  

                                                           以上 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

                                            株式会社トーア紡コーポレーション 

                                              経営管理本部長 戸口 雄吾                                                 

TEL ：06-7178-1151 

 

 



平成 31年 2月 13日 

   

 

東亜紡織株式会社 取締役の異動及び人事異動 

 

 （平成 31年 3月 13日付） 

  代表取締役 社長執行役員 就任                                   大塚 博仁 

    取締役 上席執行役員 就任                                   日比 正隆 

    取締役 上席執行役員 就任                                   登田 晋次 

          執行役員 就任                                   高村 和宏 

 

  ＊大塚 博仁氏は、平成 31年 3月 13日開催予定の株主総会後の取締役会決議により、 

   代表取締役社長に就任する予定です。 

  

  退任予定取締役 （ ）は現職 

   山田  哲 （代表取締役社長） 

   服部 智良 （取締役 上席執行役員 製造本部長） 

    

   ＊山田 哲氏は、平成 31年 4月 1日付にて、株式会社トーア紡コーポレーション 特別顧問に就任予定です。 

  ＊服部 智良氏は、株式会社トーア紡コーポレーション エンジニアリング本部 エンジニアリング部長専任となります。 



（平成 31年 3月 13日付） 

新 職 現   職 氏 名 

代表取締役社長 社長執行役員 
取締役 常務執行役員 第 2営業本部長  

兼 機能製品営業部長 
大塚 博仁 

取締役 上席執行役員 ユニフォーム事業担当 取締役 日比 正隆 

取締役 上席執行役員 海外事業担当  

兼 第 3営業本部長 

執行役員 第 3営業本部長  

兼 テキスタイル第 2営業部長 
登田 晋次 

執行役員 第 2営業本部長  

兼 企業ユニフォーム営業部長 
第 2営業本部 企業ユニフォーム営業部長 高村 和宏 

 

（平成 31年 4月 1日付 執行役員体制） 

  社長執行役員                                               大塚 博仁 

  上席執行役員 ユニフォーム事業担当                                     日比 正隆 

  上席執行役員 海外事業担当 兼 第 3営業本部長                                登田 晋次 

    執行役員 第 1営業本部長 兼 スクールユニフォーム営業部長 兼 毛糸営業部長                玉田 暢生 

    執行役員 第 2営業本部長 兼 企業ユニフォーム営業部長                          高村 和宏 

 

                                               ＜本件に関する問い合わせ先＞ 

                                                株式会社トーア紡コーポレーション 

                                                経営管理本部長 戸口 雄吾                                                 

TEL ：06-7178-1151 



 

 

トーア紡マテリアル株式会社 取締役の異動及び人事異動 

 

（平成 31年 3月 13日付） 

    取締役 会長執行役員 就任                                   西井 申明 

代表取締役 社長執行役員 就任                                   久保  徹 

取締役 常務執行役員 就任                                   山田 隆義 

      

  ＊久保 徹氏は、平成 31年 3月 13日開催予定のトーア紡マテリアル株式会社株主総会後の取締役会決議により、 

代表取締役社長に就任する予定です。 

    

 

（平成 31年 3月 13日付） 

新 職 現   職 氏 名 

取締役 会長執行役員 

兼 株式会社トーア紡コーポレーション 取締役 

代表取締役社長 社長執行役員 

兼 株式会社トーア紡コーポレーション 取締役 
西井 申明 

代表取締役社長 社長執行役員  取締役 専務執行役員 営業・企画統括  久保  徹 



取締役 常務執行役員 製造 1部長  

兼 海外事業推進室長 

取締役 上席執行役員 開発統括  

兼 海外事業推進室長 
山田 隆義 

 

  

（平成 31年 4月 1日付 執行役員体制） 

  会長執行役員                                               西井 申明 

  社長執行役員                                               久保  徹 

  常務執行役員 製造 1部長 兼 海外事業推進室長                                山田 隆義 

    執行役員 総務部長 兼 技術部長 兼 四日市工場長                             出口 佳史 

    執行役員 産業資材 2部長 兼 機能資材部長                                土屋  勇 

 

              以上 

  

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

                                                株式会社トーア紡コーポレーション 

                                                経営管理本部長 戸口 雄吾                                                 

TEL ：06-7178-1151 


