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Ⅰ．組織改正（２０１９年４月１日付）

１．改正の内容
（１）石化部門

①「基礎化学品本部 C3ケミカル事業部」を「基礎化学品本部 C3ケミカル・VAM事業部」へ改称する。

（２）高機能ポリマー部門
①「エンジニアリングポリマーズ本部 ポリエステル事業部」を廃止する。
②「エンジニアリングポリマーズ本部」に「PBT室」を設置する。
③「エンジニアリングポリマーズ本部」に「新規エンプラ室」を設置する。

（３）高機能化学部門
①「機能材料本部 メタブレン事業部」を「機能材料本部 機能性添加剤事業部」へ改称する。

（４）高機能フィルム部門
①「工業フィルム本部」下の「産業・メディカルフィルム事業部」に「アクリルフィルム部」を統合する。

（５）高機能成形材料部門
①「高機能エンプラ本部」を「アドバンスドマテリアルズ本部」へ改称する。
②「高機能エンプラ本部 クオドラント室」を「アドバンスドマテリアルズ本部 アドバンスドマテリアルズ室」へ改称する。
③「繊維本部 フィルター・トウ事業部」を廃止する。

（６）支社・マーケティング関連
①社長直下の組織として、「営業改革推進室」を設置する。

（７）研究開発関連
①「研究開発企画部」、「研究開発戦略部」及び「研究開発管理部」を廃止し、「研究推進部」を設置する。
②社長直下の組織として、「新事業創出部」を設置する。
③「横浜研究所」を「Science & Innovation Center」に改称する。
④「豊橋研究所」、「四日市研究所」、「長浜研究所」、「日本合成化学工業株式会社（以下「NGC社」）中央研究所」、
　「大竹研究所」及び「黒崎研究所」をそれぞれ「愛知研究所」、「三重研究所」、「滋賀研究所」 、「大阪研究所」、
　「広島研究所」、「福岡研究所」に改称するとともに、「開発本部」を設置し、「鶴見研究所」を含めたこれらの７つの
　研究所を同本部下に設置する。

（８）技術部・事業所関連
①「鹿島事業所」、「豊橋事業所」、「四日市事業所」、「水島事業所」、「大竹事業所」、「坂出事業所」及び「黒崎事業所」
　を、それぞれ「茨城事業所」、「愛知事業所」、「三重事業所」、「岡山事業所」、「広島事業所」、「香川事業所」及び
　「福岡事業所」に改称する。
　なお、「技術部」下の各事業所については「工場」に改称し、「吉富事業所」については組織を廃止し、その所管機能を
　「福岡事業所（現：黒崎事業所）」下の各部に編入する。

（９）人事関連
①「人事部」、「労制部」及び「人材・組織開発部」を統合し、「人事部」を設置する。

２． 改正の趣旨
（１）石化部門

①NGC社の合併に伴い、同社の酢酸ビニルモノマー（VAM）事業を「基礎化学品本部　C3ケミカル事業部」へ
　移管することに伴う改称。

（２）高機能ポリマー部門
①従来ポリエステル事業部が所管していた、国内におけるボトル向けポリエステル事業の撤退に伴う
　設備撤去作業が完了するため、同事業部を廃止する。
②ポリエステル事業部廃止に伴い、同事業部が所管していた製品を所管する組織として「PBT室」を設置し、
　原料レジンからコンパウンドに至るまでのビジネスの更なる効率化を図る。
③新規高付加価値エンジニアリングポリマー（※）の開発・事業化を、既存組織の枠組みにとらわれず加速させるため、
　「新規エンプラ室」を設置する。
　　※新規ポリカーボネート、新規ポリエステル、スーパーエンジニアリングプラスチック

（３）高機能化学部門
①「ファインケミカルズ事業部」の所管製品の一部を、用途シナジー等の観点から現「メタブレン事業部」に移管
　することに伴い、同事業部の名称を見直すこととする。
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（４）高機能フィルム部門
①従来、「アクリルフィルム部」ではアクリル樹脂フィルムを、「産業・メディカルフィルム事業部」ではその他の産業用
　及びメディカル用のフィルム・シート等をそれぞれ所管してきたが、これを統合することで、各製品のさらなる用途
　拡大を実現させ、効率的な運営体制を目指す。

（５）高機能成形材料部門
①②当社とクオドラント社の双方が「三菱ケミカル」ブランドの下、一体となって顧客に幅広いソリューションを提供する
　ことにより更に事業成長することを狙いとして、クオドラント社の社名を変更することに伴い、統括部門である
　「高機能エンプラ本部」及び「同本部 クオドラント室」の名称についても変更することとする。
③フィルタートウの外販事業から撤退することに伴い、同事業部を廃止する。

（６）支社・マーケティング関連
①世の中が変化する中、当社が取り組む営業改革・強化を推進し、「営業のあり方」を見直すとともに、よりきめ細やか
　な顧客対応を実現しうる体制を構築するため、「営業改革推進室」を設置する。

（７）研究開発関連
①従来3つの部署で担当してきた業務のうち、研究開発資源の最適運用とモニタリング等に関する業務を「研究推進部」
　で一体運営することにより、経営資源の効率化と意思決定と実行のスピードアップを図る。
②シーズとニーズのマッチングを図り、次世代R&Dテーマの探索、研究成果の事業化推進の加速や次世代事業の創出
　に繋げることを目的に研究開発の現場と顧客を繋ぐ役割を担う部署として「新事業創出部」を設置する。
③よりScienceに近い基礎研究を中心に担い、社内外とコミュニケーションを図りながらイノベーションを生んでいく組織
　の位置づけと方向性を明確にするため、「横浜研究所」を「Science & Innovation Center」に改称する。
④事業所に近接し、技術開発業務及び製品の試作業務を主体に行っている７つの研究所は共通事項が多く、研究所
　間のシナジーを強化するため７研究所を束ねる開発本部を設置する。
　なお、各研究所名称については、後述の事業所名改称にあわせる形で改称する。

（８）技術部・事業所関連
①当社は製造拠点の組織単位を「事業所」に統一してきたが、グループ会社の合併による拠点数の増加等を踏まえ、 
　それぞれの位置づけを明確化する観点から、社長直下の拠点を「事業所」、技術部所管の拠点を「工場」とすること 
　とした。
　あわせて「事業所」の名称については、会社発足時点の拠点名を継続して用いてきたが、新社としてふさわしい
　統一的な考え方による名称を検討した結果、所在地の県名とすることとした。 

（９）人事関連
①3社統合に伴う一時的な業務負荷増大等を考慮して組織を分割していたが、重複機能や業務の解消・整理を行い、
　更なる業務の効率化とコミュニケーションの円滑化を図る。

3 / 16 ページ



Ⅱ．組織図（2019年4月1日付）

＊変更点

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

※ 2018年10月11日発表済み

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

負極材事業部

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

アルミナ繊維・軽金属本部 アルミナ繊維・軽金属事業部

繊維本部 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

コンポジット製品事業部

戦略調整室

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

インフラ資材事業室

環境・生活ソリューション企画部
所管役員を置く

高機能成形材料部門 アドバンスドマテリアルズ本部 ＊ アドバンスドマテリアルズ室 ＊

イオン交換樹脂事業部 ・Mitsubishi Chemical America, Inc
・Mitsubishi Chemical Europe GmbH

分離・アクアケミカル事業部 ・三菱化学（中国）管理有限公司
・Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte Ltd.

開発室  
監査部

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
リージョナルヘッドクオーター組織

工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部
人事部 ＊

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  内部統制推進部

総務部
技術室  

法務部　
事業推進室 ※

高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部 広報部

イメージングマテリアルズ事業部

経営管理部
半導体マテリアルズ事業部

半導体ソリューション事業部 経理部

情電・ディスプレイ企画部 企画室  

輸出管理部
ディスプレイフィルム事業部

購買部
アセチルフィルム事業部 ※

情報電子本部 ディスプレイマテリアルズ事業部 物流部

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

ポリエステル加工フィルム事業部
化学品管理部

ポリエステルフィルム開発センター

食品機能材本部 乳化剤事業部

高機能化学企画部 設備技術部

設備統括室

ファインケミカルズ事業部
生産技術部

無機化学品事業部
環境安全部

機能性添加剤事業部 ＊

品質保証部

広島事業所 ＊
スペシャリティケミカルズ事業部

香川事業所 ＊

機能材料本部 エポキシ事業部 福岡事業所 ＊

技術室  滋賀事業所 ＊

岡山事業所 ＊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 ＊
ゴーセノール事業部 ※

愛知事業所 ＊
高機能ポリマー企画部 企画室  

三重事業所 ＊

上田工場 ＊
ＰＢＴ室 ＊

大垣工場 ＊

新規エンプラ室 ＊ 熊本工場 ＊

サステイナブルリソース本部 サステイナブルポリマーズ事業部 ※ 茨城事業所 ＊

ソアノール事業部 ※
筑波工場 ＊

グローバル事業室 鶴見工場 ＊

平塚工場 ＊
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

企画室  
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

小名浜工場 ＊

ＭＭＡ・Ｅｕｒｏｐｅ本部 Ｅｕｒｏｐｅ事業部
知的財産部

ＭＭＡ・ＵＳ本部 ＵＳ事業部

技術部
MMA企画部

ＳＣＭ部 滋賀研究所 ＊

大阪研究所 ＊
ＡＮ事業部

広島研究所 ＊
機能樹脂事業部

福岡研究所 ＊

開発本部 ＊
カーボンゴム事業部

鶴見研究所 ＊
炭素企画部

愛知研究所 ＊
ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Asia本部 化成品事業部

三重研究所 ＊

技術室  新事業創出部 ＊

炭素部門 炭素本部 コークス炭素材事業部
Science & Innovation Center ＊

テレフタル酸事業部
情報システム部

石化営業統括部

研究推進部 ＊
石化企画部 企画室　

中部支社  
基礎化学品本部 Ｃ２ケミカル事業部

石化部門 石化基盤本部 石化原料事業部 経営企画部

監
査
役

九州支社  
Ｃ３ケミカル・ＶＡＭ事業部 ＊

北海道支社  

Ｃ４ケミカル事業部
営業改革推進室 ＊

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

ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室 大阪支社  
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Ⅲ. 人事異動（2019年4月1日付）

１．取締役
（１）取締役の就任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 代表取締役　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 所管

（三菱ケミカル物流株式会社　取締役社長）
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

▽ 取締役
　　　MMA部門長

（環境・生活ソリューション部門長） 常務執行役員
佐々木　等
（ササキ　ヒトシ）

▽ 取締役
常務執行役員
　情電・ディスプレイ部門長

瀧本　丈平
（タキモト　ジョウヘイ）

▽ 取締役
　　　（基幹システム統合プロジェクト担当）

常務執行役員
　経営管理部、経理部 所管

長田　雅宏
（オサダ　マサヒロ）

▽ 取締役
株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役常務
　経営戦略部門 分担
　経営戦略部門長

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

（２）取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （取締役退任）
　　執行役員
　　三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO
　　三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　CEO

（取締役　専務執行役員
　　高機能成形材料部門長）

スティーブ・ユーリック

▽ （取締役退任）
（取締役
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　代表執行役副社長）

株式会社三菱ケミカルホールディングス　取締役
大陽日酸株式会社　取締役

小酒井　健吉
（コサカイ　ケンキチ）

▽ （取締役退任）
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス　代表執行役専務
　　　情報システム室、生産技術室 分担
　　　生産技術室長

（代表取締役　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 所管）

大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

▽ （取締役退任）
　　顧問

（取締役　専務執行役員
　　石化部門長
　　同部門 基礎化学品本部長）

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）
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２．執行役員等
（１）執行役員の就任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 常務執行役員
　　　情電・ディスプレイ部門 部門長付
　　　高機能ポリマー部門 部門長付

（情電・ディスプレイ部門　アセチル本部長
　日本合成化学工業株式会社　取締役　常務執行役員
　　営業本部長
　　東京支社長）

佐藤　昌宏
（サトウ　マサヒロ）

▽ 執行役員
　　　情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 アセチルフィルム事業部 機能フィルムセン
ター長

（日本合成化学工業株式会社　執行役員
　　研究開発本部 機能フィルムセンター長）

仁木　英文
（ニキ　ヒデフミ）

▽ 執行役員
　　　営業改革推進室長

（理事役） 大阪支社長
野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

▽ 執行役員
　　　開発本部 大阪研究所長

（日本合成化学工業株式会社　執行役員
　　研究開発本部 中央研究所長）

加藤　邦泰
（カトウ　クニヤス）

▽ 執行役員
　　　技術部 副部長
　　　高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部 部長付

（日本合成化学工業株式会社 執行役員
　　生産技術本部 大垣工場長）

宮　忠司
（ミヤ　タダシ）

▽ 執行役員
　　　技術部 熊本工場長

（日本合成化学工業株式会社 執行役員
　　生産技術本部 熊本工場長）

勝浦　章夫
（カツウラ　アキオ）

▽ 執行役員
　　　滋賀事業所長

（理事役
　　滋賀事業所 副事業所長）

木林　孝夫
（キバヤシ　タカオ）

▽ 執行役員
　　　岡山事業所長

（理事役
　　水島事業所長）

神野　光男
（カミノ　ミツオ）

▽ 執行役員
　　　岡山事業所　事業所長付

（日本合成化学工業株式会社 執行役員
　　生産技術本部 水島工場長）

勝田　一
（カツダ　マコト）

▽ 執行役員 （理事役） 経理部長
小久保　弘之
（コクボ　ヒロユキ）

▽ 執行役員
　　　広報部長
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役
　　　政策・渉外室、広報・IR室（広報） 分担
　　　広報・IR室長

（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 経営企画室）

羽深　成樹
（ハブカ　シゲキ）

▽ 執行役員
　　三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理

（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
　　同部門 同本部 ポリエステル事業部長）

齊川　学
（サイカワ　マナブ）
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（２）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 常務執行役員
　　　石化部門長

（執行役員
　　石化部門 ポリオレフィン本部長）

石化部門　石化基盤本部長
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽ 常務執行役員
　　　炭素部門長

（執行役員
　　炭素部門 副部門長
　　同部門 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）

▽ 常務執行役員
　　　高機能化学部門長

（執行役員
　　高機能化学部門 機能材料本部長）

江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽ 常務執行役員 （執行役員）
高機能フィルム部門長
同部門 包装フィルム本部長
同部門 工業フィルム本部長

江川　洋介
（エガワ　ヨウスケ）

▽ 常務執行役員
　　　環境・生活ソリューション部門長

（執行役員
　　経営企画部長）

小野　貴弘
（オノ　タカヒロ）

▽ 高機能成形材料部門長
　　同部門 炭素繊維複合材料本部長

（経営企画部、マーケティング部、各支社、情報システム部 所管） 常務執行役員
岡田　幹士
（オカダ　カンジ）

▽ 常務執行役員
　　　経営企画部、マーケティング部、各支社、営業改革推進室、情報システム部、
　　　各リージョナルヘッドクオーター 所管

（執行役員
　三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理
　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）

白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

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

西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

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

片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

▽ 常務執行役員
　　　人事部 所管

（執行役員
　　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））

中田　るみ子
（ナカタ　ルミコ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 機能樹脂事業部長
執行役員
　MMA部門 MMA・Asia本部長

黒川　聡
（クロカワ　サトシ）

▽ 新エネルギー部門 新エネルギー戦略企画部長 （マーケティング部長） 執行役員
三木　崇利
（ミキ　タカトシ）

▽ 経営企画部長
（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）

執行役員
葛城　俊哉
（カツラギ　トシヤ）

▽ 開発本部長
　　研究推進部長

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

▽ 生産技術部長 （大竹研究所長） 執行役員
佐藤　晴基
（サトウ　ハルキ）
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（３）執行役員の退任等
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （執行役員退任）
　　エグゼクティブ・フェロー
　　　Science & Innovation Center Setoyama Laboratory所長

（執行役員
　　横浜研究所 瀬戸山研究室長）

瀬戸山　亨
（セトヤマ　トオル）

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカル物流株式会社　取締役　常務執行役員
　　　ソリューション営業本部長
　　　（包装・資材事業本部、ベトナム駐在員事務所掌理）

（執行役員
　　情電・ディスプレイ部門 情報電子本部長）

相川　幹治
（アイカワ　カンジ）

▽ （執行役員退任）
　　ダイヤリックス株式会社　取締役
　　　保険事業本部長

（執行役員
　　経営管理部長）

片山　義敬
（カタヤマ　ヨシタカ）

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカルアメリカ社

（執行役員
　三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO）

デニス・トライス

▽ （執行役員退任）
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　　政策・渉外室長

（執行役員
　　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）

株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員
髙阪　肇
（タカサカ　ハジメ）

▽ （執行役員退任）
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス　社長付

（常務執行役員
　　高機能成形材料部門 副部門長
　　同部門 高機能エンプラ本部長
　　同部門 同本部 クオドラント室長
　　同部門 炭素繊維複合材料本部長
　　クオドラント社　取締役社長）

小林　茂
（コバヤシ　シゲル）

▽ （執行役員退任）
　　公益社団法人化学工学会　理事　事務局次長
　　※2019年7月1日付にて「理事　事務局長」に就任予定

（執行役員
　　生産技術部長）

重光　英之
（シゲミツ　ヒデユキ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（常務執行役員
　　MMA部門長）

宮木　敬
（ミヤキ　タカシ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（常務執行役員
　　高機能化学部門長）

吉川　雅博
（ヨシカワ　マサヒロ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　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）

米原　稔一
（ヨネハラ　トシカズ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　高機能成形材料部門 アルミナ繊維・軽金属本部長
　　同部門 同本部 アルミナ繊維・軽金属事業部長）

小林　正英
（コバヤシ　マサヒデ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　滋賀事業所長）

長崎　祐一
（ナガサキ　ユウイチ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　豊橋事業所長）

宮森　隆雄
（ミヤモリ　タカオ）
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（３）執行役員の退任等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　代表取締役社長）
木村　勝美
（キムラ　カツミ）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　代表取締役　常務執行役員）
和田　正博
（ワダ　マサヒロ）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　取締役　常務執行役員）
高田　和紀
（タカダ　カズノリ）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　監査役）
瀬川　拓
（セガワ　タク）

▽ 顧問
（日本合成化学工業株式会社　執行役員
　　総務人事部長）

光本　昌夫
（ミツモト　マサオ）

▽ 顧問
　　　高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 ソアノール事業部 事業部長付

（日本合成化学工業株式会社　執行役員
　　環境安全・品質保証部長）

濱田　則昭
（ハマダ　ノリアキ）

▽ 顧問
（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
　　同本部 知的財産部統括）

森田　真
（モリタ　マコト）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　顧問）
高橋　恵一
（タカハシ　ケイイチ）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　技術顧問）
ノルテックス社　社長
日本合成USA社　社長

浅野　邦芳
（アサノ　クニヨシ）

▽ 顧問 （日本合成化学工業株式会社　技術顧問） 日本合成UK社　社長
長尾　善春
（ナガオ　ヨシハル）

▽ （執行役員退任）
　　嘱託

（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））

森　崇
（モリ　タカシ）
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５．理事役
（１）理事役の就任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 理事役
　　　石化部門 基礎化学品本部長
　　　同部門 ポリオレフィン本部長
　　　同部門 基礎化学品本部 テレフタル酸事業部長

（石化部門 基礎化学品本部 Ｃ３ケミカル事業部長）
野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）

▽ 理事役
　　　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

（三菱ケミカル（中国）管理社　副総経理）
加藤　剛
（カトウ　タダシ）

▽ 理事役 MMA部門 MMA・Asia本部 SCM部長
西村　誠司
（ニシムラ　セイジ）

▽ 理事役
　　　高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部 ソアノール事業部長

（日本合成化学工業株式会社 営業本部 ソアノール部長）
杉本　卓也
（スギモト　タクヤ）

▽ 理事役
高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部長
同部門 同部 企画室長

市川　直樹
（イチカワ　ナオキ）

▽ 理事役
　　　高機能化学部門 機能材料本部長

（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）
村上　孝久
（ムラカミ　タカヒサ）

▽ 理事役
　　　情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 アセチルフィルム事業部長

（日本合成化学工業株式会社　参与
　　営業本部 機能材料部長）

今屋　隆信
（イマヤ　タカノブ）

▽ 理事役
　　　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 情報電子本部 半導体ソリューション事業部長）
楠本　匡
（クスモト　タダシ）

▽ 理事役
　　　情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部 事業推進室長

（情電・ディスプレイ部門 アセチル本部 PMI推進部長）
宮堂　幾太
（ミヤドウ　イクタ）

▽ 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

（レジンディオン社　取締役社長）
増田　悟
（マスダ　サトル）

▽ 理事役 新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部長
土山　正明
（ツチヤマ　マサアキ）

▽ 理事役
新エネルギー部門 エネルギー変換デバイス部材本部長
同部門 同本部 LEDマテリアルズ事業部長

井上　慶司
（イノウエ　ケイジ）

▽ 理事役
　　　マーケティング部長

（バーベイタムリミテッド社　取締役社長）
矢部　英貴
（ヤベ　ヒデタカ）

▽ 理事役 中部支社長
横尾　憲二
（ヨコオ　ケンジ）

▽ 理事役
　　　開発本部 広島研究所長

（黒崎研究所長）
山本　正規
（ヤマモト　マサノリ）

▽ 理事役
　　　技術部 大垣工場長

（日本合成化学工業株式会社　参与
　　生産技術本部 大垣工場 第2製造部長）

松本　良弘
（マツモト　ヨシヒロ）

▽ 理事役
　　　愛知事業所長

（豊橋事業所 企画管理部長）
八木　貞輝
（ヤギ　サダキ）
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（１）理事役の就任（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 理事役
　　　三重事業所 企画管理部長

（四日市事業所 企画管理部長）
藤巻　精一
（フジマキ　セイイチ）

▽ 理事役
　　　岡山事業所 企画管理部長

（水島事業所 企画管理部長）
溝田　浩敏
（ミゾタ　ヒロトシ）

▽ 理事役
　　　広島事業所 企画管理部長

（大竹事業所 企画管理部長）
常重　保則
（ツネシゲ　ヤスノリ）

▽ 理事役
　　　環境安全部長

（環境安全部 グループマネジャー）
吉住　正浩
（ヨシズミ　マサヒロ）

▽ 理事役 内部統制推進部長
奥園　雄司
（オクゾノ　ユウジ）

▽ 理事役
三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　取締役社長
三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社　取締役社長

橋本　尚久
（ハシモト　ナオヒサ）

（２）理事役の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （高機能ポリマー部門 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長）
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

藤森　義啓
（フジモリ　ヨシヒロ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情報電子本部 半導体ソリューション事業部長 （石化部門 基礎化学品本部 テレフタル酸事業部長） 理事役
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽ 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 （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） 理事役
鈴木　哲史
（スズキ　テツジ）

▽ 高機能成形材料部門 アドバンスドマテリアルズ本部長
　　同部門 同本部 アドバンスドマテリアルズ室長

（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） 理事役
宮北　憲治
（ミヤキタ　ケンジ）

▽ 高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部 炭素繊維複合材料事業部長
（高機能成形材料部門 機能成形複合材本部 アルポリック複合材事業部 事業部長付）
※2019年3月1日付にて就任予定

理事役
芹澤　佳津也
（セリザワ　カツヤ）

▽ 高機能成形材料部門 アルミナ繊維・軽金属本部長
　　同部門 同本部 アルミナ繊維・軽金属事業部長

（高機能成形材料部門 繊維本部 フィルター・トウ事業部長） 理事役
石井　清毅
（イシイ　キヨタケ）

▽ 鶴見研究所長 研究所長付 （鶴見研究所長） 理事役
泉　仁子
（イズミ　ジンコ）

▽ 経営管理部長 （株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ 税務部長） 理事役
八田　忠道
（ハッタ　タダミチ）
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（３）理事役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （理事役退任）
　　環境安全部 部長付

（理事役
　　環境安全部長
　　品質保証部長）

高澤　彰裕
（タカザワ　アキヒロ）

▽ （理事役退任）
　　株式会社三菱ケミカルリサーチ　取締役
　　　調査コンサルティング部門　調査コンサルティング1部長

（理事役
　　研究開発企画部長）

井関　隆幸
（イセキ　タカユキ）

▽ （理事役退任）
　　株式会社三菱ケミカルリサーチ　取締役
　　　業務部門 営業開発部長

（理事役
　　人材組織・開発部長）

高橋　晴子
（タカハシ　ハルコ）

▽ （理事役退任）
　　三菱ケミカル物流株式会社　理事
　　　陸運事業本部長付

（理事役
　　労制部長）

柴田　充彦
（シバタ　ミツヒコ）

▽ （理事役退任）
（理事役
　　知的財産部長）

正木　泰子
（マサキ　ヤスコ）

６．部長級人事等
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 （石化部門 基礎化学品本部 C2ケミカル事業部 グループマネジャー）
川﨑　武史
（カワサキ　タケシ）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 C3ケミカル・VAM事業部長 （石化部門 基礎化学品本部 C3ケミカル事業部 グループマネジャー）
安藤　泰弘
（アンドウ　ヤスヒロ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部 （MMA部門 MMA・Asia本部 AN事業部長）
西中　優治
（ニシナカ　ユウジ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 AN事業部長 （MMA部門 MMA・Asia本部 AN事業部 グループマネジャー）
堀江　智
（ホリエ　サトル）

▽ MMA部門 MMA企画部 （輸出管理部長）
遠藤　友伸
（エンドウ　トモノブ）

▽ 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
　　同部門 同本部 PBT室長

（高機能ポリマー部門 エンジニアリングポリマーズ本部 フェノール・ポリカーボネート事業部
長）

倉沢　義博
（クラサワ　ヨシヒロ）

▽ 高機能ポリマー部門 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
部長

（高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部 企画室 グループマネジャー）
森　博信
（モリ　ヒロノブ）

▽ 高機能ポリマー部門 サステイナブルリソース本部 サステイナブルポリマーズ事業部長
（高機能ポリマー部門 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 グルー
プマネジャー）

三浦　健治
（ミウラ　ケンジ）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部長 （高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部 グループマネジャー）
浅沼　努
（アサヌマ　ツトム）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部 （高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部長）
米山　雅司
（ヨネヤマ　マサシ）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部 スペシャリティ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）
笠井　俊宏
（カサイ　トシヒロ）
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６．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 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 機能材料本部 ファインケミカルズ事業部 グループマネジャー）
望月　秀隆
（モチヅキ　ヒデタカ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 無機化学品事業部長 （高機能化学部門 機能材料本部 グループマネジャー）
土井　康敬
（ドイ　ヤスタカ）

▽ 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

（三菱ケミカルフーズ株式会社　取締役
　　戦略企画部長）

柏　啓太
（カシワ　ケイタ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 ポリエステル加工フィルム事業部長
（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 グループマネ
ジャー）

保田　一成
（ヤスダ　カズナリ）

▽ 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 高機能フィルム企画部 管理室長）
広瀬　正典
（ヒロセ　マサノリ）

▽ 高機能フィルム部門 工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部長 （高機能フィルム部門 工業フィルム本部 アクリルフィルム部長）
毛利　正朗
（モウリ　マサアキ）

▽ 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 （高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部 戦略調整室長）
奥野　雅哉
（オクノ　マサヤ）

▽ 高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部 戦略調整室長 （高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部 炭素繊維複合材料事業部長）
伊吹　努
（イブキ　ツトム）

▽ 営業改革推進室 （情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 ポリエステル加工フィルム事業部長）
堀内　慎介
（ホリウチ　シンスケ）

▽ 新規事業創出部長 （研究開発戦略部長）
金沢　大輔
（カナザワ　ダイスケ）

▽ 開発本部 鶴見研究所長 （横浜研究所 高分子材料研究室長）
高橋　英樹
（タカハシ　ヒデキ）

▽ 開発本部 三重研究所長 （石化部門 石化企画部 技術室 センター長）
西山　貴人
（ニシヤマ　タカヒト）

▽ 開発本部 福岡研究所長 （豊橋研究所 高機能成形材料研究室長）
藤本　寿一
（フジモト　ジュイチ）

▽ 知的財産部長 （知的財産部 グループマネジャー）
阿部　仁
（アベ　ヒトシ）

▽ 技術部 小名浜工場長 （高機能化学部門 機能材料本部 無機化学品事業部長）
大原　滋幸
（オオハラ　シゲユキ）

▽ 品質保証部長 （品質保証部 グループマネジャー）
清川　敦郎
（キヨカワ　アツオ）

▽ 輸出管理部長 化学品管理部長
内田　康一
（ウチダ　ヤスカズ）
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６．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 日本ポリケム株式会社　社長付 （四日市研究所長）
髙井　正樹
（タカイ　マサキ）

▽ サウディ石油化学株式会社　部長 （石化部門 基礎化学品本部 C2ケミカル事業部長）
安積　弘哲
（アズミ　ヒロアキ）

▽ ロッテMCC社　副社長 （MMA部門 MMA・Asia本部 機能樹脂事業部長）
奥野　博章
（オクノ　ヒロアキ）

▽ 三菱ケミカルフーズ株式会社
　　　戦略企画部長

（高機能化学部門 機能化学品本部 スペシャリティケミカルズ事業部長）
久保　智志
（クボ　トモジ）

▽ ダイヤプラスフィルム株式会社　常務取締役 （高機能フィルム部門 工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部長）
林　達也
（ハヤシ　タツヤ）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　理事
　　　働き方改革推進室長
　　　技術本部 副本部長

（新エネルギー部門 新エネルギー戦略企画部長）
赤澤　誠司
（アカザワ　セイジ）

▽ 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

（研究開発管理部長）
横澤　浩樹
（ヨコザワ　ヒロキ）

▽ 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 （技術部 小名浜事業所長）
坂東　良和
（バンドウ　ヨシカズ）
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Ⅴ．役員体制（2019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 福田　信夫 常務執行役員 半田　繁

取締役 佐々木　等 常務執行役員 飯田　仁

取締役 瀧本　丈平 常務執行役員 佐々木　等 MMA部門長

取締役 長田　雅宏 常務執行役員 関　基弘

取締役 池川　喜洋 常務執行役員 江口　幸治

常務執行役員 瀧本　丈平

監査役 常務執行役員 佐藤　昌宏

役位 氏名 常務執行役員 江川　洋介

常勤監査役 森　徹 常務執行役員 小野　貴弘 環境・生活ソリューション部門長

常勤監査役 田中　良治 常務執行役員 岡田　幹士 高機能成形材料部門長

常勤監査役 三﨑　正寛 常務執行役員 福居　雄一 高機能成形材料部門　副部門長

常勤監査役 中澤　辰生 常務執行役員 荒木　良剛 新エネルギー部門長

非常勤監査役 梅葉　芳弘 常務執行役員 白上　博能

常務執行役員 垣本　昌久 Science & Innovation Center長

常務執行役員 福田　信夫

常務執行役員 西谷　悌二郎

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 中田　るみ子

執行役員 荒川　義貴

執行役員 黒川　聡 MMA部門　MMA・Asia本部長

執行役員 フィル・ベイリー MMA部門　MMA・Europe本部長

執行役員 加峯　靖弘 MMA部門　MMA企画部長

執行役員 クライブ・メイキン MMA部門　MMA企画部　副部長

執行役員 マイク・グラッツマン

執行役員 仁木　英文

執行役員 伊藤　能彦

執行役員 ビル・ラドライン

執行役員 池田　宏樹

執行役員 河﨑　隆雄

執行役員 木村　武司

執行役員 北田　裕二 新エネルギー部門　リチウムイオン電池材料本部長

執行役員 三木　崇利 新エネルギー部門　新エネルギー戦略企画部長

執行役員 葛城　俊哉

執行役員 野澤　佳隆

執行役員 華房　実保

執行役員 加藤　邦泰 開発本部　大阪研究所長

執行役員 岩本　泰広

執行役員 宮　忠司 技術部　副部長

執行役員 勝浦　章夫 技術部　熊本工場長

執行役員 羽尾　務

執行役員 赤井　一隆

執行役員 上南　善生

執行役員 木林　孝夫

執行役員 神野　光男

執行役員 勝田　一

執行役員 谷口　芳行

執行役員 佐藤　晴基

執行役員 小久保　弘之

執行役員 羽深　成樹

執行役員 金丸　光一郎

執行役員 スティーブ・ユーリック

執行役員 アンスガー・ポール

執行役員 齊川　学

執行役員 稲見　英紀

共通部門各部署の所管

所管役員

白上　博能

垣本　昌久

福田　信夫

（副所管）岩本　泰広

西谷　悌二郎

長田　雅宏

片山　博史

中田　るみ子

総務部、法務部、広報部、内部統制推進部

人事部

高機能フィルム部門　ホスタファン本部長

三重事業所長

生産技術部長

部署

経営企画部、マーケティング部、各支社、営業改革推進室、情報システム部、
各リージョナルヘッドクオーター

研究推進部、新事業創出部、Science & Innovation Center、開発本部、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

三菱ケミカルヨーロッパ社　社長兼CEO

三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理

三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO

開発本部長

富山事業所長

茨城事業所長

経営企画部長

大阪支社長

技術部長

経営管理部、経理部、（基幹システムプロジェクト担当）

三菱ケミカルアジアパシフィック社　社長

岡山事業所長

滋賀事業所長

人事部長

広報部長

岡山事業所長付

広島事業所長

経理部長

職位

石化部門長

炭素部門長

高機能化学部門長

情電・ディスプレイ部門長

高機能ポリマー部門長

情電・ディスプレイ部門長付

高機能フィルム部門長

高機能成形材料部門　機能成形複合材本部長

高機能ポリマー部門　パフォーマンスポリマーズ本部長

情電・ディスプレイ部門　光学フィルム本部　アセチルフィルム事業部 機能フィルムセンター長

情電・ディスプレイ部門　光学フィルム本部長

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

高機能成形材料部門　繊維本部　繊維素材事業部長

石化部門　石化企画部長
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Ⅴ. グループ会社社長等人事（2019年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 日本ポリケム株式会社　代表取締役社長　社長執行役員
　　三菱ケミカル株式会社 石化部門 ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室長

（日本ポリエチレン株式会社　執行役員
　　企画管理部長）

松田　繁
（マツダ　シゲル）

▽ 日本ポリプロ株式会社　代表取締役社長　社長執行役員
（日本ポリケム株式会社　代表取締役社長　社長執行役員
　三菱ケミカル株式会社 石化部門 ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室長）

善林　永寿
（ゼンバヤシ　エイジュ）

▽ 日本ポリプロ株式会社 顧問 （日本ポリプロ株式会社　代表取締役社長　社長執行役員）
宮坂　正之
（ミヤサカ　マサユキ）

▽ 三菱ケミカルフーズ株式会社　取締役社長

（三菱ケミカルフーズ株式会社 専務取締役
　　第三事業部門長
　　第二事業部門長
　　第三事業部門 食品部長）

畝田谷　卓也
（ウネダヤ　タクヤ）

▽ 三菱ケミカルフーズ株式会社　顧問 （三菱ケミカルフーズ株式会社　取締役社長）
鈴木　千多賀
（スズキ　チタカ）

▽ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社（※）　CEO （Quadrant EPP社　Global CEO） マイケル・コッホ

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス　社長付

（クオドラント社（※）　取締役社長
　三菱ケミカル株式会社　常務執行役員
　　高機能成形材料部門 副部門長
　　同部門 高機能エンプラ本部長
　　同部門 同本部 クオドラント室長
　　同部門 炭素繊維複合材料本部長）

小林　茂
（コバヤシ　シゲル）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　取締役社長
（三菱ケミカル物流株式会社　取締役兼執行役員
　　ソリューション営業本部長
　　同本部 営業3部長）

横山　一郎
（ヨコヤマ　イチロウ）

▽ 三菱ケミカル株式会社　代表取締役　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 所管

（三菱ケミカル物流株式会社　取締役社長）
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

▽ 三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO
　　三菱ケミカル株式会社　執行役員
　　三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　CEO

（三菱ケミカル株式会社　取締役　専務執行役員
　　高機能成形材料部門長）

スティーブ・ユーリック

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカルアメリカ社

（三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO
　三菱ケミカル株式会社　執行役員）

デニス・トライス

▽ 三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理
　　三菱ケミカル株式会社　執行役員

（三菱ケミカル株式会社　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
　同部門 同本部 ポリエステル事業部長）

齊川　学
（サイカワ　マナブ）

▽ 三菱ケミカル株式会社　常務執行役員
　　　経営企画部、マーケティング部、各支社、営業改革推進室、情報システム部、
　　　各リージョナルヘッドクオーター 所管

（三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理
　三菱ケミカル株式会社　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　中国総代表
　三菱化学控股管理（北京）社　董事長）

白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

※クオドラント社は、2019年4月1日付で「三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社」に社名変更します。
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