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Ⅰ．組織改正（2018年4月1日付）

(1) 改正の内容
　①MMA部門
　　イ．「MMA・Europe&US本部」を「MMA・Europe本部」と「MMA・US本部」に分割し、
　　　　従来、「MMA・Europe&US本部の配下にあった「Europe事業部」、「US事業部」
　　　　をそれぞれ「MMA・Europe本部」、「MMA・US本部」の配下とする。
　　ロ．「MMA・Asia本部」内に、「SCM部」を新設する。

　②新エネルギー部門

　③技術部/事業所
　　イ．「長浜事業所」「浅井事業所」及び「山東事業所」を統合し、「滋賀事業所」とす
　　　　る。
　　ロ．「平塚事業所」「筑波事業所」を「技術部」に移管し、「技術部　平塚事業所」
　　　　「技術部　筑波事業所」とする。
　　ハ．「技術部」に「小名浜事業所」を設置する。

(2) 改正の趣旨
　①MMA部門
　　イ．一本部体制にて運営を行ってきた米・欧MMA事業について、両地域における
　　　　より迅速な意思決定・事業運営を行うべく、地域単位での二本部体制に変更
　　　　する。
　　ロ．サウジ・メタクリレート社の生産開始に伴い、MMAモノマーの取扱量が
　　　　大幅に増加する為、米・欧・アジア三極におけるグローバルオペレーションを
　　　　強化するべく、「SCM部」を設置する。

　②新エネルギー部門
　　イ．「高エネルギー光変換部材プロジェクト」が所管する診断機器部材について、
　　　　「LEDマテリアルズ事業部」が所管する蛍光体の開発・製造と一体管理するこ
　　　　とで、安全・生産管理の更なる強化や効率化の推進、開発力の強化を図る。
　　ロ．従来、「OPVプロジェクト」及び「LEDマテリアルズ事業部」がそれぞれ所管し
　　　　ていた有機薄膜太陽電池、ガリウムナイトライド基板の事業化に関する機能を

　③技術部/事業所
　　イ．滋賀県湖北地区に近接し、何れも機能性フィルムを中心としたプラスチック加工の
　　　　主要製造拠点である３事業所を統合することで、技術・人材面での融合を

　　ロ．各事業所の所管機能や製品群、人数規模等を踏まえ、技術部直下の事業所

　　　　「技術部　小名浜事業所」を設置する。

　　イ．「エネルギー変換デバイス部材本部　高エネルギー光変換部材プロジェクト」を解消し、
　　　　所管する診断機器部材については「LEDマテリアルズ事業部」に移管する。
　　ロ．「エネルギー変換デバイス部材本部　OPVプロジェクト」を解消し、その機能を
　　　　「新エネルギー戦略企画部」に移管する。

　　　ハ．日本化成株式会社の吸収合併に伴い、同社「小名浜工場」を技術部直下とし、
　　　　組織として再編し、運営の更なる効率化を図る。

　　　　図り、ものづくり現場力・技術力の更なる向上、関連事業の競争力強化を図る。

　　　　「新エネルギー戦略企画部」に移管し、横断的リソース投入により
　　　　開発・マーケティングを推進し、早期事業化を目指す。
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Ⅱ．組織図（2018年4月1日付）

＊変更点

負極材事業部

エネルギー変換デバイス部材本部 ＬＥＤマテリアルズ事業部

新エネルギー戦略企画部

アルミナ繊維・軽金属本部 アルミナ繊維・軽金属事業部

高機能成形材料企画部

新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部

コンポジット製品事業部

戦略調整室

機能成形複合材本部 アルポリック複合材事業部

機能成形材事業部

高機能ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ事業部

・三菱ケミカルアジアパシフィック社
繊維本部 フィルター・トウ事業部

繊維素材事業部

炭素繊維複合材料本部 炭素繊維複合材料事業部
所管役員を置く

リージョナルヘッドクオーター組織

環境・生活ソリューション企画部 ・三菱ケミカルアメリカ社
・三菱ケミカルヨーロッパ社

高機能成形材料部門 高機能エンプラ本部 クオドラント室 ・三菱ケミカル（中国）管理社

分離・アクアケミカル事業部 内部統制推進部

インフラ・アグリマテリアルズ本部 アグリソリューション事業部
監査部

インフラ資材事業室

開発室  
労制部

環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部 アクア・ソリューション事業室

人材・組織開発部
イオン交換樹脂事業部

法務部　
アクリルフィルム部

広報部
ホスタファン本部 ホスタファン室

高機能フィルム企画部 管理室  
人事部

高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部
総務部

工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部

アセチル本部 ＰＭＩ推進部  
経営管理部

情電・ディスプレイ企画部 企画室  

経理部
技術室  

情報電子本部 ディスプレイマテリアルズ事業部

購買部
イメージングマテリアルズ事業部

半導体マテリアルズ事業部 物流部

設備統括室
ポリエステル加工フィルム事業部

ディスプレイフィルム事業部
化学品管理部

ポリエステルフィルム開発センター

輸出管理部

食品機能材本部 乳化剤事業部

品質保証部
高機能化学企画部

情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 ポリエステルフィルム事業部 設備技術部

ファインケミカルズ事業部 鹿島事業所  

無機化学品事業部
生産技術部

メタブレン事業部
環境安全部

豊橋事業所  
スペシャリティケミカルズ事業部

水島事業所  
機能材料本部 エポキシ事業部

坂出事業所  

滋賀事業所  ＊
技術室  

四日市事業所  

高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部 富山事業所  

ポリエステル事業部 上田事業所  

サステイナブルリソース本部 サステイナブルリソース事業部 大竹事業所  

黒崎事業所  
高機能ポリマー企画部 企画室  

鶴見事業所  
グローバル事業室

平塚事業所　＊
エンジニアリングポリマーズ本部 フェノール・ポリカーボネート事業部

筑波事業所　＊

MMA企画部
小名浜事業所　＊

高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 機能性樹脂事業部 吉富事業所  

MMA・Europe本部　＊ Europe事業部
技術部

MMA・US本部　＊ US事業部
企画室  

SCM部　＊ 四日市研究所  

豊橋研究所  
AN事業部

機能樹脂事業部 知的財産部

黒崎研究所  
炭素企画部

長浜研究所  
ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Asia本部 化成品事業部

鶴見研究所  

研究開発管理部炭素部門 炭素本部 コークス炭素材事業部

横浜研究所  

カーボンゴム事業部 大竹研究所  

石化営業統括部
研究開発企画部

石化企画部 企画室　
研究開発戦略部

技術室  

監
査
役

九州支社  
Ｃ３ケミカル事業部

北海道支社  
Ｃ４ケミカル事業部

情報システム部
テレフタル酸事業部

ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室
大阪支社  

基礎化学品本部 Ｃ２ケミカル事業部 中部支社  

全社組織図

石化部門 石化基盤本部 石化原料事業部 経営企画部

株
主
総
会

取
締
役
会

社
長

ユーティリティー事業部
マーケティング部
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Ⅲ. 人事異動（2018年4月1日付）

（１）取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 代表取締役
　　技術部、各事業所、生産技術部、環境安全部、品質保証部、設備技術部 所管

（鹿島事業所長） 常務執行役員
大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

▽ 取締役 （株式会社三菱ケミカルホールディングス 最高財務責任者） 株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役 代表執行役副社長
小酒井　健吉
（コサカイ　ケンキチ）

（２）取締役の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 石化部門 基礎化学品本部長 （石化部門 ポリオレフィン本部長）
取締役 専務執行役員
石化部門長

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

▽ （総務部、法務部、広報部 所管）
取締役 常務執行役員
コンプライアンス推進統括執行役員
人事部、労制部、人材・組織開発部、内部統制推進部 所管

二又　一幸
（フタマタ　カズユキ）

（３）役員級人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 常務執行役員
　　高機能ポリマー部門長

（執行役員
　高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長）

関　基弘
（セキ　モトヒロ）

▽ 情電・ディスプレイ部門長 （高機能ポリマー部門長） 常務執行役員
瀧本　丈平
（タキモト　ジョウヘイ）

▽ （新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部長）
常務執行役員
新エネルギー部門長

荒木　良剛
（アラキ　ヨシタカ）

▽ 研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、各研究所、知的財産部 所管
　　横浜研究所長

（高機能フィルム部門長
　同部門 工業フィルム本部長
　同部門 ホスタファン本部長）

常務執行役員
垣本　昌久
（カキモト　アキヒサ）

▽ 化学品管理部、輸出管理部、購買部、物流部 所管
常務執行役員
炭素部門長

西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

▽ 常務執行役員
　　総務部、法務部、広報部 所管
　　法務部長

（執行役員
　総務部長）

片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

▽ 石化部門 石化基盤本部長
　　同部門 ポリオレフィン本部長

（石化部門 石化企画部長
　同部門 同部 技術室長）

執行役員
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽ 執行役員
　　石化部門 石化企画部長

（理事役
　石化部門 石化基盤本部長）

荒川　義貴
（アラカワ　ヨシタカ）
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（３）役員級人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 執行役員
　　炭素部門 副部門長

（理事役
　炭素部門 炭素本部 カーボンゴム事業部長）

炭素部門 炭素本部長
同部門 同本部 コークス炭素材事業部長

飯田　仁
（イイダ　ジン）

▽ （MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部長）
執行役員
MMA部門 MMA・Asia本部長

黒川　聡
（クロカワ　サトシ）

▽ MMA部門 MMA・Europe本部長
　　同部門 同本部 Europe事業部長

（MMA部門 MMA・Europe&US本部長
　同部門 同本部 Europe事業部長）

執行役員 フィル・ベイリー

▽ 執行役員
　　高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長

（高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 グローバル事業室長） マイク・グラッツマン

▽ 執行役員 （理事役） 高機能化学部門 機能材料本部長
江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽ 執行役員 （理事役）
高機能化学部門 高機能化学企画部長
同部門 食品機能材本部長

葛城　俊哉
（カツラギ　トシヤ）

▽ 執行役員 （理事役） 情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部長
華房　実保
（ハナフサ　ミホ）

▽ 執行役員
　　高機能フィルム部門長
　　同部門 工業フィルム本部長

（理事役
　高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部長）

高機能フィルム部門 包装フィルム本部長
江川　洋介
（エガワ　ヨウスケ）

▽ 執行役員
　　高機能フィルム部門 ホスタファン本部長
　　同部門 同本部 ホスタファン室長

三菱ポリエステルフィルム社(米国)  President & COO ビル・ラドライン

▽ 環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部長
　　同部門 同本部 アクア・ソリューション事業室長

（環境・生活ソリューション部門 環境・生活ソリューション企画部長） 執行役員
池田　宏樹
（イケダ　ヒロキ）

▽ 執行役員 （理事役）
新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部長
同部門 同本部 電解液事業部長

北田　裕二
（キタダ　ユウジ）

▽ 執行役員
　　マーケティング部所管役員付（ヘルスケア事業開発担当）

（株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員
　先端技術・事業開発室）

森　崇
（モリ　タカシ）

▽ 滋賀事業所長 （長浜事業所長） 執行役員
長崎　祐一
（ナガサキ　ユウイチ）

▽ 鹿島事業所長 （水島事業所長） 執行役員
羽尾　務
（ハオ　ツトム）

▽ 生産技術部長 （生産技術部 副部長） 執行役員
重光　英之
(シゲミツ　ヒデユキ）

▽ 法務部
（法務部長付
  株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 法務室長付）

執行役員
坂口　正範
（サカグチ　マサノリ）

▽ 執行役員
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員

（理事役）
広報部長
株式会社三菱ケミカルホールディングス 広報・IR室長
同社 政策・渉外室 室長付

髙阪　肇
（タカサカ　ハジメ）
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（３）役員級人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 執行役員 （理事役） 人事部長
金丸　光一郎
（カネマル　コウイチロウ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員
　　中国総代表
　　三菱化学控股管理（北京）社 董事長

執行役員
三菱ケミカル（中国）管理社 董事長総経理

白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽ 執行役員 （理事役） 三菱ケミカルアジアパシフィック社 President & CEO
稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役常務
　　コンプライアンス推進統括執行役
　　三菱ケミカルホールディングスアメリカ社 CEO
　　三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社 CEO

（執行役員 法務部長
　株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員）

株式会社三菱ケミカルホールディングス 法務室長
藤原　謙
（フジワラ ケン）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役
　　生産技術室長

（執行役員 黒崎事業所長）
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員
　　経営戦略部門 素材戦略室長

（理事役
　石化部門 基礎化学品本部長）

筑本　学
（チクモト　マナブ）

▽ 株式会社地球快適化インスティテュート 取締役社長
　　同社 所長
　　同社 アドバイザリーボード議長

（常務執行役員
　研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、
　各研究所、知的財産部 所管）

村山　英樹
（ムラヤマ　ヒデキ）

▽ 日本合成化学工業株式会社 執行役員
　　研究開発本部 副本部長

（執行役員 横浜研究所長）
森田　真
（モリタ　マコト）

▽ 顧問
（代表取締役 専務執行役員
　技術部、各事業所、生産技術部、環境安全部、品質保証部、設備技術部、
　化学品管理部、輸出管理部、購買部、物流部 所管）

植田　章夫
（ウエダ　アキオ）

▽ 顧問

（常務執行役員
　技術部、各事業所、生産技術部、環境安全部、品質保証部、設備技術部、
　化学品管理部、輸出管理部、購買部、物流部 副所管
　生産技術部長）

牧野　英顯
（マキノ　ヒデアキ）

▽ 顧問

（執行役員
　環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部長
　同部門 同本部 アクア・ソリューション事業室長
　三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 取締役社長）

島田　勝彦
（シマダ　カツヒコ）

▽ 顧問
（株式会社地球快適化インスティテュート 取締役社長
　同社 所長
　同社 アドバイザリーボード議長）

加賀　邦明
（カガ　クニアキ）

▽ 顧問
（三菱化学控股管理（北京）社 董事長
　三菱ケミカル（中国）管理社）

高尾　昌二
（タカオ　ショウジ）

▽ 顧問 （日本化成株式会社 取締役社長）
村田　光司
（ムラタ　コウジ）

▽ 顧問
（日本合成化学工業株式会社 代表取締役 専務執行役員
　研究開発本部長）

森　知行
（モリ　トモユキ）
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（４）その他重要人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 石化部門 基礎化学品本部 C2ケミカル事業部長
（株式会社三菱ケミカルホールディングス
　経営戦略部門 素材戦略室 グループマネジャー）

安積　弘哲
（アズミ　ヒロアキ）

▽ 理事役
　　石化部門 基礎化学品本部 テレフタル酸事業部長

（石化部門 石化企画部 企画室長）
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽ 石化部門 石化企画部 企画室長 （石化部門 基礎化学品本部 テレフタル酸事業部長）
足立　聡
（アダチ　サトシ）

▽ 石化部門 石化企画部 技術室長
（石化部門 石化企画部 技術室
　石化基盤強化プロジェクト プロジェクトマネジャー）

佐藤　平吾
（サトウ　ヘイゴ）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 石化営業統括部 グループマネジャー （石化部門 基礎化学品本部 C2ケミカル事業部長）
松田　秀行
（マツダ　ヒデユキ）

▽ 炭素部門 炭素企画部長 （坂出事業所 コークス部長）
片小田　茂樹
（カタオダ　シゲキ）

▽ 炭素部門 炭素本部 カーボンゴム事業部長 炭素部門 炭素本部 カーボンゴム事業部 グループマネジャー
津田　昌生
（ツダ　マサオ）

▽ MMA部門 MMA・US本部長
　　同部門 同本部 US事業部長

（MMA部門 MMA・Europe&US本部 US事業部長） ティム・メイ

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部長 （MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部 グループマネジャー）
乾　博行
（イヌイ　ヒロユキ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 SCM部長
（MMA部門 MMA・Asia本部 グループマネジャー
　同部門 同本部 化成品事業部）

西村　誠司
（ニシムラ　セイジ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 機能樹脂事業部長 （MMA部門 MMA・Asia本部 機能樹脂事業部 グループマネジャー）
奥野　博章
（オクノ　ヒロアキ）

▽ 高機能ポリマー部門 エンジニアリングポリマーズ本部 ポリエステル事業部長
理事役
高機能ポリマー部門 エンジニアリングポリマーズ本部長

齊川　学
（サイカワ　マナブ）

▽ 理事役
高機能ポリマー部門 サステイナブルリソース本部長
同部門 同本部 サステイナブルリソース事業部長

藤森　義啓
（フジモリ　ヨシヒロ）

▽ 高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 グローバル事業室長 （アプコ・シンガポール社 社長）
松尾　弘樹
（マツオ　ヒロキ）

▽ 理事役
　　高機能化学部門 機能化学品本部長

（ジャパンコーティングレジン株式会社 取締役社長）
中藤　毅
（ナカトウ　タケシ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 エポキシ事業部長 （高機能化学部門 機能材料本部 ファインケミカルズ事業部長）
樋渡　智章
（ヒワタシ　トモアキ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 ファインケミカルズ事業部長 （高機能化学部門 高機能化学企画部 グループマネジャー）
村上　孝久
（ムラカミ　タカヒサ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 メタブレン事業部長 （高機能化学部門 機能材料本部 エポキシ事業部長）
野村　智彦
（ノムラ　トモヒコ）
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（４）その他重要人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 理事役 情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 ディスプレイフィルム事業部長
青木　崇
（アオキ　タカシ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部長 （情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部長付）
髙山　弘光
（タカヤマ　ヒロミツ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部 技術室長
（情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部
　グループマネジャー）

髙田　芳宏
（タカダ　ヨシヒロ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部
　　次世代開発プロジェクト プロジェクトマネジャー

（情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部 技術室長）
岡本　英明
（オカモト　ヒデアキ）

▽ 理事役 高機能フィルム部門 高機能フィルム企画部長
堀　和也
（ホリ　カズヤ）

▽ 高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部長 （ジェイフィルム株式会社 取締役 コンバーティング第一事業部長）
牧野　達也
（マキノ　タツヤ）

▽ 理事役
　　環境・生活ソリューション部門 環境・生活ソリューション企画部長

（マーケティング部 グループマネジャー）
鈴木　哲史
（スズキ　テツジ）

▽ 環境・生活ソリューション部門　アクア・分離ソリューション本部
　　分離・アクアケミカル事業部長

（環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部
　分離・アクアケミカル事業部 グループマネジャー
　同部門 環境・生活ソリューション企画部）

大西　宏明
（オオニシ　ヒロアキ）

▽ 理事役 高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部 コンポジット製品事業部長
宮北　憲治
（ミヤキタ　ケンジ）

▽ 新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部長 （新エネルギー部門 部門長付）
新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部
LEDマテリアルズ事業部長

井上　慶司
（イノウエ　ケイジ）

▽ 新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部
　　LEDマテリアルズ事業部 グループマネジャー

（新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部
　高エネルギー光変換部材プロジェクト プロジェクトマネジャー）

岡川　広明
（オカガワ　ヒロアキ）

▽ 新エネルギー部門 新エネルギー戦略企画部 プロジェクトマネジャー
（新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部 OPVプロジェクト
　プロジェクトマネジャー）

早川　優
（ハヤカワ　ユウ）

▽ 研究開発戦略部長 （研究開発戦略部）
金沢　大輔
（カナザワ　ダイスケ）

▽ （技術部 鶴見事業所長）
理事役
鶴見研究所長

泉　仁子
（イズミ　ジンコ）

▽ 豊橋研究所長 （大竹研究所 アクリル樹脂研究室長）
槇野　隆之
（マキノ　タカユキ）

▽ 豊橋研究所 所長付 （豊橋研究所長）
堀田　一彦
（ホッタ　カズヒコ）

▽ 理事役
技術部 企画室長
株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門 部門長付

仰木　啓訓
（オオギ　ヒロノリ）

▽ 技術部 小名浜事業所長 （日本化成株式会社 取締役 小名浜工場長）
 板東　良和
（バンドウ　ヨシカズ）
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（４）その他重要人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 技術部 鶴見事業所長 （豊橋事業所 企画管理部長）
小白井　厚典
（コシライ　アツノリ）

▽ 技術部 平塚事業所長
　　同部 同事業所 郡山製造所長

（平塚事業所 管理センター長）
豊田　正紀
（トヨダ　マサノリ）

▽ 技術部 筑波事業所長 （浅井事業所長）
岡田　稔
（オカダ　ミノル）

▽ 技術部 上田事業所長
　　株式会社アルポリック 取締役副社長

（株式会社アルポリック 上田工場 製造センター長
　技術部 上田事業所 製造部長
　同部 同事業所 東京製造所長）

森本　勝良
（モリモト　カツヨシ）

▽ 理事役
　　黒崎事業所長

（黒崎事業所 管理部長）
辻川　昌徳
（ツジカワ　マサノリ）

▽ 理事役
　　水島事業所長

（水島事業所 企画管理部長
　同事業所 同部 石化基盤強化プロジェクト プロジェクトマネジャー）

神野　光男
（カミノ　ミツオ）

▽ 理事役
水島事業所 エチレン製造部長
三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社 水島工場長

江原　誠二
（エバラ　セイジ）

▽ 滋賀事業所 副事業所長 （環境安全部 グループマネジャー） 理事役
木林　孝夫
（キバヤシ　タカオ）

▽ 滋賀事業所 副事業所長 （山東事業所長） 理事役
吉澤　直彦
（ヨシザワ　ナオヒコ）

▽ 理事役 経営管理部 グループマネジャー
八田　忠道
（ハッタ　タダミチ）

▽ 理事役
　　総務部長

（三菱化学控股管理（北京）社 総経理）
西川　和彦
（ニシカワ　カズヒコ）

▽ 人材・組織開発部
（平塚事業所長
　同事業所 郡山製造所長）

堀内　哲雄
（ホリウチ　テツオ）

▽ 理事役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門 KAITEKI推進室長
神田　三奈
（カンダ　ミナ）

▽ 理事役 株式会社三菱ケミカルホールディングス 情報システム室長
板野　則弘
（イタノ　ノリヒロ）
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（４）その他重要人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
　　第2事業本部長

（高機能ポリマー部門 エンジニアリングポリマーズ本部 ポリエステル事業部長）
西村　友宏
（ニシムラ　トモヒロ）

▽ 東栄化成株式会社 取締役社長 （高機能化学部門 機能材料本部 メタブレン事業部長）
末廣　直嗣
（スエヒロ　ナオツグ）

▽ 理事役 三菱ポリエステルフィルム社（欧州） Vice President
芹澤　佳津也
（セリザワ　カツヤ）

▽ 株式会社新菱 常務取締役
　　リサイクル・ファイン事業部門長
　　同社 経営企画本部長

理事役
情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部長

梅沢　健史
(ウメザワ　タケシ)

▽ 株式会社アルポリック 顧問
（技術部 上田事業所長
　株式会社アルポリック 取締役副社長）

小澤　清
（オザワ　キヨシ）
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Ⅳ．役員体制（2018年4月1日付）

取締役 執行体制
役位 氏名 役位 氏名
代表取締役 和賀　昌之 社長 和賀　昌之
代表取締役 大久保　和行 専務執行役員 岡本　純一
取締役 岡本　純一 専務執行役員 スティーブ・ユーリック
取締役 スティーブ・ユーリック 常務執行役員 西谷　悌二郎
取締役 二又　一幸 常務執行役員 宮木　敬
取締役 小酒井　健吉 常務執行役員 関　基弘

常務執行役員 吉川　雅博
監査役 常務執行役員 瀧本　丈平
役位 氏名 常務執行役員 佐々木　等
常勤監査役 森　徹 常務執行役員 小林　茂
常勤監査役 田中　良治 常務執行役員 福居　雄一
常勤監査役 三﨑　正寛 常務執行役員 荒木　良剛
常勤監査役 中澤　辰生 常務執行役員 岡田　幹士
非常勤監査役 梅葉　芳弘 常務執行役員 垣本　昌久

常務執行役員 大久保　和行
常務執行役員 長田　雅宏
常務執行役員 片山　博史
常務執行役員 二又　一幸
執行役員 半田　繁
執行役員 荒川　義貴
執行役員 飯田　仁 炭素部門 副部門長
執行役員 黒川　聡
執行役員 フィル・ベイリー
執行役員 加峯　靖弘
執行役員 クライブ・メイキン
執行役員 マイク・グラッツマン
執行役員 江口　幸治
執行役員 葛城　俊哉
執行役員 伊藤　能彦
執行役員 相川　幹治
執行役員 華房　実保
執行役員 江川　洋介
執行役員 ビル・ラドライン
執行役員 池田　宏樹
執行役員 米原　稔一
執行役員 河﨑　隆雄
執行役員 木村　武司
執行役員 小林　正英
執行役員 北田　裕二
執行役員 小野　貴弘
執行役員 三木　崇利
執行役員 森　崇
執行役員 瀬戸山　亨
執行役員 佐藤　晴基
執行役員 岩本　泰広
執行役員 谷口　芳行
執行役員 長崎　祐一
執行役員 上南　善生
執行役員 赤井　一隆
執行役員 宮森　隆雄
執行役員 羽尾　務
執行役員 重光　英之
執行役員 片山　義敬
執行役員 坂口　正範
執行役員 髙阪　肇
執行役員 金丸　光一郎

執行役員 中田　るみ子

執行役員 デニス・トライス
執行役員 アンスガー・ポール
執行役員 白上　博能
執行役員 稲見　英紀

共通部門各部署の所管
所管役員
岡田　幹士
垣本　昌久
大久保　和行
（副所管）岩本　泰広
西谷　悌二郎
長田　雅宏
片山　博史
二又　一幸

高機能成形材料部門 副部門長

職位

石化部門長
高機能成形材料部門長
炭素部門長
ＭＭＡ部門長
高機能ポリマー部門長
高機能化学部門長
情電・ディスプレイ部門長
環境・生活ソリューション部門長
高機能成形材料部門 副部門長

MMA部門 MMA企画部長

新エネルギー部門長

横浜研究所長

法務部長

石化部門 石化基盤本部長
石化部門 石化企画部長

MMA部門 MMA・Asia本部長
MMA部門 MMA・Europe本部長

高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部長

MMA部門 MMA企画部 副部長
高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長
高機能化学部門 機能材料本部長
高機能化学部門 高機能化学企画部長
情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長
情電・ディスプレイ部門 情報電子本部長
情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部長
高機能フィルム部門長
高機能フィルム部門 ホスタファン本部長
環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部長
環境・生活ソリューション部門 インフラ・アグリマテリアルズ本部長

四日市事業所長

高機能成形材料部門 機能成形複合材本部長
高機能成形材料部門 アルミナ繊維・軽金属本部長
新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部長
経営企画部長
マーケティング部長
マーケティング部所管役員付（ヘルスケア事業開発担当）
横浜研究所 瀬戸山研究室長
大竹研究所長
技術部長
大竹事業所長
滋賀事業所長

三菱ケミカル（中国）管理社 董事長総経理

富山事業所長
豊橋事業所長
鹿島事業所長
生産技術部長
経営管理部長
法務部
広報部長
人事部長
人事部、労制部、人材・組織開発部所管役員付
（ダイバーシティ推進担当）
三菱ケミカルアメリカ社 社長
三菱ケミカルヨーロッパ社 社長

経営管理部、経理部
総務部、法務部、広報部
人事部、労制部、人材・組織開発部、内部統制推進部

三菱ケミカルアジアパシフィック社 社長

部署
経営企画部、マーケティング部、各支社、情報システム部
研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、各研究所、知的財産部

技術部、各事業所、生産技術部、環境安全部、品質保証部、設備技術部

化学品管理部、輸出管理部、購買部、物流部
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Ⅴ. グループ会社役員人事（2018年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ アプコ・シンガポール社 社長 （三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 第2事業本部長）
酒井　修喜
（サカイ　シュウキ）

▽ 高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 グローバル事業室長 （アプコ・シンガポール社 社長）
松尾　弘樹
（マツオ　ヒロキ）

▽ ジャパンコーティングレジン株式会社 取締役社長 （高機能化学部門 機能化学品本部 グループマネジャー）
鳥谷　明弘
（トリタニ　アキヒロ）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部長 （ ジャパンコーティングレジン株式会社 取締役社長）
中藤　毅
（ナカトウ　タケシ）

▽ 顧問 （日本化成株式会社 取締役社長）
村田　光司
（ムラタ　コウジ）

▽ 太洋新技社 社長
（情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 ディスプレイマテリアルズ事業部
　グループマネジャー）

中道　学
（ナカミチ　マナブ）

▽ 黒崎事業所 管理部長 （太洋新技社 社長）
波多野　巌
（ハタノ　イワオ）

▽ 三菱ポリエステルフィルム社（欧州） President （三菱ポリエステルフィルム社（欧州） Vice President） 三菱ポリエステルフィルム社（欧州） COO トーマス・ヘール

▽ （三菱ポリエステルフィルム社（欧州） President）
執行役員
三菱ケミカルヨーロッパ社 President & CEO

アンスガー・ポール

▽ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 取締役社長
（三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 執行役員
　エンジニアリング事業部 水処理部長）

金子　宏志
（カネコ　ヒロシ）

▽ 顧問
（執行役員
　環境・生活ソリューション部門 アクア・分離ソリューション本部長
　同部門 同本部 アクア・ソリューション事業室長）

島田　勝彦
（シマダ　カツヒコ）

▽ 三菱ケミカルヨーロッパ社 COO
（株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門
　機能商品戦略室 グループマネジャー
　同社 同部門 経営企画室 グループマネジャー）

山西　洋
（ヤマニシ　ヒロシ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 監査室長 （三菱ケミカルヨーロッパ社 COO） 理事役
仙波　靖雄
（センバ　ヤスオ）
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