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Ⅰ．組織改正（2020年4月1日付）

１．改正の内容
（１）石化部門

①「石化部門」、「石化基盤本部」及び同本部の「石化原料事業部」、「基礎化学品本部」、「石化企画部」を、それぞれ
　　「カーボンケミカル部門」、「基盤原料本部」、「オレフィン・アロマ事業部」、「化学品本部」、「カーボンケミカル企画部」
　　に改称する。

（２）MMA部門
①「グローバルSCM本部」、「グローバルHR部」を設置する。
②「MMA・Asia本部」の「化成品事業部」を分割し、「メタクリレート第1事業部」、「メタクリレート第2事業部」とする。
　　また、同本部の「機能樹脂事業部」を「PMMA事業部」に改称する。
③新たに設置する「グローバルSCM本部」の下に「グローバルS&OP部」、「グローバルソーシング部」、
　　「グローバルロジスティック部」を設置する。
④「MMA企画部」の下に、「企画・管理室」、「技術室」を設置する。

（３）高機能化学部門
①「機能化学品本部」「機能材料本部」を統合・再編し、新たに「機能化学技術部」「機能化学事業本部」とする。
②「機能化学技術部」に、「QA・RC推進室」、「生産管理室」、「技術開発室」を設置する。
③「機能化学事業本部」の下に「事業企画室」、「コーティング材事業部」、「スペシャリティケミカルズ事業部」、
　　「機能性添加剤事業部」、「ファインケミカルズ事業部」を設置する。
④「食品機能材本部」及び同本部の「乳化剤事業部」を、それぞれ「食品事業本部」、「食品事業部」に改称する。

（４）情電・ディスプレイ部門
①「光学フィルム本部」、「情報電子本部」を統合・再編し、新たに「フィルム本部」、「半導体本部」、
　　「ディスプレイ本部」とする。
②「半導体本部」の下に、「グローバル戦略室」を設置する。
　　また、「情報電子本部」の「半導体マテリアルズ事業部」及び「半導体ソリューション事業部」を「半導体本部」に
　　移管する。
③「光学フィルム本部」の「ディスプレイフィルム事業部」を、「ディスプレイ本部」へ移管する。
④「情電・ディスプレイ企画部」の「事業推進室」を廃止する。

（５）高機能成形材料部門
①「アドバンスドマテリアルズ本部」、「炭素繊維複合材料本部」、「機能成形複合材本部」を統合・再編し、
　　「機能成形材本部」とする。
　　また、「アドバンスドマテリアルズ本部」の「アドバンスドマテリアルズ室」を「アドバンスドマテリアルズ事業部」に、
　　「炭素繊維複合材料本部」の「コンポジット製品事業部」を「コンポジット事業部」にそれぞれ改称し、
　　「機能成形材本部」に設置する。
　　あわせて、「炭素繊維複合材料本部」の「戦略調整室」、「機能成形複合材本部」の
　　「高機能モールディングシステム事業部」を廃止する。
②「繊維本部」の「繊維素材事業部」を「繊維事業部」に改称する。
　　また、「炭素繊維複合材料本部」の「炭素繊維複合材料事業部」を「炭素繊維事業部」に改称した上で、
　　「アルミナ繊維・軽金属本部」の「アルミナ繊維・軽金属事業部」と共に「繊維本部」に移管する。
　　なお、「アルミナ繊維・軽金属本部」は廃止する。
③「機能成形複合材本部」の「アルポリック複合材事業部」、「機能成形材事業部」を廃止する。

（６）研究開発関連
①「開発本部」を廃止し、その機能を「研究推進部」に移管する。
②「分析物性研究所」を設置する。

（７）技術部・事業所関連
①「技術部」の「上田工場」を廃止する。

（８）共通部門関連
①「サーキュラーエコノミー推進部」を設置する。
②三菱ケミカルホールディングス社への機能移管に伴い、「法務部」を廃止する。

（９）その他
①アジア・パシフィック地域における地域統括機能を「Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd. 」に移管する。
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２． 改正の趣旨
（１）石化部門

①原料の種類にこだわらず、多様な原料からオレフィン・アロマ製品、ポリオレフィン製品、各種化学品等の
　カーボンケミカル製品を提供する組織の位置づけと方向性を明確にするため部門名を改称することとし、
　これに伴い、関連する本部、事業部名称もあわせて改称する。

（２）MMA部門
①MMAのグローバルオペレーション強化を目的とし、MMA・Asia本部配下のSCM部を、部門直下の
　　「グローバルSCM本部」とすることで、MMAのグローバルバランスを管理し、セールス&オペレーションの効率運営を
　　図る。
　　また、人材マネジメントに関わる諸施策をより効率的に実行するため、「グローバルHR部」を新設する。
②アジア域内のリージョン別運営を強化するため、「メタクリレート第2事業部」は日本、韓国、台湾リージョンを担当し、
　　「メタクリレート第1事業部」はそれ以外の地域全てを担当する。
③「グローバルS&OP部」、「グローバルソーシング部」、そして「グローバルロジスティック部」が、それぞれ最も効率的な
　　バランス管理、原料調達、そして物流管理を担当し、セールス&オペレーション機能の強化を図る。
④「MMA企画部」の技術機能と企画管理機能を明確に区分し、部門内への的確な指示・連携を行う。

（３）高機能化学部門
①②③従来は製品別に本部を分け技術開発系組織もそれに応じて分かれていたが、三菱ケミカルホールディングス社
　　　　　のサステナビリティビジョン「KAITEKI　Vision30」を踏まえ、社会課題の解決への貢献、ソリューションビジネス
　　　　　の創出、ビジネスモデルの変革による成長戦略を加速するため、2本部を統合した「機能化学事業本部」と
　　　　　技術プラットフォームの拡充を推進する「機能化学技術部」として再編する。
④部門の成長分野として、従来の加工食品向け添加剤を中心とするビジネスだけでなく、食関連のバリューチェーン
　　全体に事業領域を広げるため、改称する。

（４）情電・ディスプレイ部門
①②高度化を伴いつつ伸長が見込まれている半導体市場に注力し、事業機会を最大化する必要があることから、
　　　情電・ディスプレイ部門内の半導体関連事業を集約し「半導体本部」として新設する。
　　　あわせて、同様に半導体関連事業であった高機能化学部門の「合成石英事業」及び
　　　「ポリマーを用いた電子材料事業」を当該本部に移管し、一体的に運営することで関連事業の効率的な運営、
　　　及び業界内での存在感の向上を図る。
　　　一方、ポリエステルフィルム及びアセチルフィルム関連事業は、エレクトロニクス産業の高度化とともに、必ずしも
　　　光学用途（偏光板等）とは限らない用途にニーズが広がりを見せてきている。そうした市場動向に合わせて本部名を
　　　改称し、当社フィルムの高品位が求められる市場に広く事業拡大を図ることとする。
　　　また、当社の半導体関連の事業領域を飛躍的に拡大させるための中長期戦略の策定、及び社内関連部署、
　　　海外グループ会社を統括して戦略を推進するため、「半導体本部」の下に「グローバル戦略室」を新たに設置する。
③これまで別本部で運営してきた「ディスプレイフィルム事業部」と「ディスプレイマテリアルズ事業部」は、共通の相手を
　　顧客とし、また市場へのアプローチ方法も極めて類似していた。そこで両事業部を「ディスプレイ本部」に置き、
　　一体運営することで、より効率的に市場への浸透を図ることとする。
④主に食品添加物や医薬添加剤に使用される酢酸曹達、酢酸、ゴーセノールEG等の製品と3社のグループ会社を
　　所管していたが、これらの事業・グループ会社を他事業との事業シナジー創出を見込める高機能化学部門等に
　　移管することとし、これに伴い同室を廃止する。

（５）高機能成形材料部門
①エンジニアリングプラスチック成形材事業の持つ高い熱可塑成形技術と、炭素繊維事業の持つ高性能複合材料技術
　　を融合させ、顧客満足度の高い高付加価値製品を開発するとともに、当社グループが持つグローバルな顧客
　　ネットワーク、マーケティング力を最大限活用して市場を開拓する部署として、「機能成形材本部」を設置する。
　　また、「機能成形材本部」の下に、エンジニアリングプラスチック成形材及び、炭素繊維と近接する事業を所管する
　　「アドバンスドマテリアルズ事業部」と、高付加価値炭素繊維事業を所管する「コンポジット事業部」を置く。
　　あわせて、「高機能モールディングシステムズ事業部」は、ビジネスの更なる効率化を目的として、
　　「機能成形材本部」の「アドバンスドマテリアルズ事業部」にその機能を移管する。
②基礎素材としての繊維事業を統括する組織として、品質と性能を更に向上させる製造技術及び高効率な生産体制の
　　確立との両立実現を担う。
　　また、用途シナジー等の観点から、所管事業の一部見直しを行う。
③「機能成形材事業部」及び「アルポリック複合材事業部」は、当社グループの建築・建材関連事業の強化を目的として
　　事業を集約して新たに発足する「三菱ケミカルインフラテック社」に機能移管するため。

（６）研究開発関連
①組織のスリム化を図り、効率的に研究所間のシナジー効果を最大化するため。
②各研究所間を横断的につなぎ、テクノロジープラットフォームを軸としたサイエンスの深掘りを加速させるべく、
　「分析物性研究所」を設置する。
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（７）技術部・事業所関連
①当社グループの建築・建材関連事業を集約して新たに発足する「三菱ケミカルインフラテック社」へ機能移管するため。

（８）共通部門関連
①事業部門の枠を超え、サーキュラーエコノミー（循環型経済）に関連するソリューションの提案と事業化を推進する。
②事業会社に分散している法務機能を、三菱ケミカルホールディングス社に集約、統合することで法務機能の高度化と
　　効率化を図る。

（９）その他
①現在、アジア・パシフィック地域における地域統括機能は「Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte. Ltd. 」に置いているが、
　　タイは、今後高い成長が期待されるベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス等の経済圏における中心地としての
　　役割が大きくなっている。また、アジア・パシフィック地域の当社のグループ会社数はタイが最も多く、今後も近隣諸国
　　への事業進出が増えていく可能性が高いことから、現地でのRHQ機能強化の必要性が増しているため。
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Ⅱ．組織図（2020年4月1日付）

＊変更点

高機能成形材料部門

サーキュラーエコノミー推進部 ＊

鶴見研究所

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

管理室  

監査部

開発室  

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

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

人事部

工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部

ホスタファン本部 ホスタファン室

技術室  

広報部

新エネルギー戦略企画部

※ 2020年1月27日発表済み

・Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd. ※

グローバルSCM本部 ＊ グローバルS&OP部 ＊

グローバルソーシング部 ＊

グローバルロジスティック部 ＊

グローバルHR部 ＊

高機能成形材料企画部

アルミナ繊維・軽金属事業部

繊維本部 繊維事業部 ＊

炭素繊維事業部 ＊

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

インフラ資材事業室

所管役員を置く

環境・生活ソリューション企画部

・Mitsubishi Chemical America, Inc

イオン交換樹脂事業部

・Mitsubishi Chemical Europe GmbH
・三菱化学（中国）管理有限公司

分離・アクアケミカル事業部

高機能フィルム企画部

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

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

機能成形材本部 ＊ アドバンスドマテリアルズ事業部 ＊

コンポジット事業部 ＊

高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部

経理部

ディスプレイフィルム事業部

総務部

情電・ディスプレイ企画部 企画室  

アセチルフィルム事業部

ディスプレイ本部 ＊ ディスプレイマテリアルズ事業部

イメージングマテリアルズ事業部

経営管理部

設備統括室

ポリエステル加工フィルム事業部

ポリエステルフィルム開発センター

プロダクト・スチュワードシップ推進部

購買部

内部統制推進部

半導体本部 ＊ グローバル戦略室 ＊

食品事業本部 ＊ 食品事業部 ＊

物流部

高機能化学部門 機能化学技術部 ＊ QA・RC推進室 ＊

福岡事業所

ゴーセノール事業部

高機能ポリマー企画部 企画室  

情電・ディスプレイ部門 フィルム本部 ＊ ポリエステルフィルム事業部

スペシャリティケミカルズ事業部

生産管理室 ＊

生産技術部

ファインケミカルズ事業部

環境安全部

機能性添加剤事業部

コーティング材事業部 ＊

機能化学事業本部 ＊ 事業企画室 ＊

香川事業所

品質保証部

高機能化学企画部

設備技術部

愛知事業所

岡山事業所

技術開発室 ＊

広島事業所

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

技術室  

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

三重事業所

滋賀事業所

富山事業所

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

企画室  

平塚工場

ＰＢＴ室

新規エンプラ室

大垣工場

熊本工場

ソアノール事業部

小名浜工場

グローバル事業室

筑波工場

鶴見工場

MMA・Europe本部 Europe事業部

MMA・US本部 US事業部

知的財産部

企画・管理室 ＊

技術室 ＊

メタクリレート第2事業部 ＊

AN事業部

PMMA事業部 ＊

分析物性研究所 ＊

福岡研究所

MMA企画部
技術部

炭素企画部

MMA部門 MMA・Asia本部 メタクリレート第1事業部 ＊

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

カーボンゴム事業部 研究推進部

カーボンケミカル部門 ＊ 基盤原料本部 ＊ オレフィン・アロマ事業部 ＊

経営企画部

情報システム部

カーボンケミカル企画部 ＊ 企画室　

技術室  

中部支社

C3ケミカル・VAM事業部

西日本支社　※

C4ケミカル事業部

九州エリア　※

テレフタル酸事業部

営業改革推進室

北海道エリア　※

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

東日本支社　※
化学品本部 ＊ C2ケミカル事業部

監
査
役
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Ⅲ. 人事異動（2020年4月1日付）

１．取締役
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （取締役退任）
　　大陽日酸株式会社

（取締役　常務執行役員
　　経営管理部、経理部 所管
　　（基幹システム統合プロジェクト担当） ）

長田　雅宏
（オサダ　マサヒロ）

▽ 取締役
　　　総務部、広報部 所管

常務執行役員
　人事部 所管

中田　るみ子
（ナカタ　ルミコ）

２．執行役員
（１）執行役員の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ カーボンケミカル部門長
　　同部門 基盤原料本部長

（石化部門長
　同部門 石化基盤本部長）

常務執行役員
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽ 環境・生活ソリューション部門長
常務執行役員
　高機能化学部門長

江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部長
　　同部門 機能成形材本部長

（高機能成形材料部門 炭素繊維複合材料本部長）
常務執行役員
　高機能成形材料部門長

岡田　幹士
（オカダ　カンジ）

▽ 常務執行役員
　　　新エネルギー部門長

（執行役員
　　新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部長）

北田　裕二
（キタダ　ユウジ）

▽ 各研究所 所管
（開発本部 所管
　Science & Innovation Center長）

常務執行役員
　研究推進部、新事業創出部、Science & Innovation Center、知的財産部 所管

垣本　昌久
（カキモト　アキヒサ）

▽ コンプライアンス推進統括執行役員
　　　内部統制推進部 所管

常務執行役員
　プロダクト・スチュワードシップ推進部、購買部、物流部 所管

西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

▽ 経営管理部、経理部 所管
　　　（基幹システム統合プロジェクト担当）

執行役員
　経理部長

小久保　弘之
（コクボ　ヒロユキ）

▽ （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）

▽ 情電・ディスプレイ部門 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 アセチルフィルム事業部 機能フィルムセンター長） 執行役員
仁木　英文
（ニキ　ヒデフミ）

▽ （開発本部長）
執行役員
　研究推進部長

華房　実保
（ハナフサ　ミホ）

▽ 広島研究所長 （開発本部 大阪研究所長） 執行役員
加藤　邦泰
（カトウ　クニヤス）

▽ 技術部長 （石化部門 石化企画部長） 執行役員
荒川　義貴
（アラカワ　ヨシタカ）

▽ 三菱ケミカルタイランド社　取締役社長
　　三菱ケミカルアジアパシフィック社　取締役社長

（情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長） 執行役員
伊藤　能彦
（イトウ　ヨシヒコ）
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（２）執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （常務執行役員退任）
　　常任顧問
　　　新エネルギー部門　部門長付
　　　研究推進部、新事業創出部、Science & Innovation Center、各研究所、知的財産部　所管役員付

（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）

▽ （常務執行役員退任）
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス　顧問　社長付

（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）

▽ （常務執行役員退任）
　　顧問

（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）

佐藤　昌宏
（サトウ　マサヒロ）

▽ （常務執行役員退任）
　　顧問

（常務執行役員
　　環境・生活ソリューション部門長）

小野　貴弘
（オノ　タカヒロ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（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 副所管
　　技術部長）

岩本　泰広
（イワモト　ヤスヒロ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　三重事業所長）

上南　善生
（ウエミナミ　ヨシオ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　岡山事業所　事業所長付）

勝田　一
（カツダ　マコト）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　広島事業所長）

谷口　芳行
（タニグチ　ヨシユキ）

▽ （執行役員退任）
　　顧問

（執行役員
　　三菱ケミカルアジアパシフィック社　取締役社長）

稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽ （執行役員退任）
（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
　政策・渉外室、広報・IR室（広報） 分担

羽深　成樹
（ハブカ　シゲキ）

▽ （執行役員退任）
　　株式会社ユポ・コーポレーション　監査役

（執行役員
　　茨城事業所長）

羽尾　務
（ハオ　ツトム）

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカルインフラテック株式会社　取締役副社長

（執行役員
　　高機能成形材料部門 機能成形複合材本部長）

木村　武司
（キムラ　タケシ）

▽ （執行役員退任）
　　トーセン株式会社　取締役社長

（執行役員
　　高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部長）

河﨑　隆雄
（カワサキ　タカオ）

３．理事役等
（１）理事役等の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ カーボンケミカル部門 化学品本部長
　　同部門 ポリオレフィン本部長

（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）

理事役
野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）

▽ （炭素部門 炭素本部 コークス炭素材事業部長）
理事役
　炭素部門 炭素本部長

加藤　剛
（カトウ　タダシ）

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

▽ 情電・ディスプレイ部門 フィルム本部長
　　同部門 ディスプレイ本部長

（情電・ディスプレイ部門 情報電子本部長） 理事役
楠本　匡
（クスモト　タダシ）

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

▽ 情電・ディスプレイ部門 フィルム本部 アセチルフィルム事業部長 （情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 アセチルフィルム事業部長） 理事役
今屋　隆信
（イマヤ　タカノブ）
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（１）理事役等の異動（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 情電・ディスプレイ部門 半導体本部長
　　同部門 同本部 半導体ソリューション事業部長

（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） 理事役
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部 企画室長 （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） 理事役
宮堂　幾太
（ミヤドウ　イクタ）

▽ 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 インフラ資材事業室長
理事役
　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

鈴木　哲史
（スズキ　テツジ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部 アルミナ繊維・軽金属事業部長
（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）

理事役
石井　清毅
（イシイ　キヨタケ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部 炭素繊維事業部長 （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） 理事役
芹澤　佳津也
（セリザワ　カツヤ）

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

▽ 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
（三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　社長
　三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社　社長）

理事役
橋本　尚久
（ハシモト　ナオヒサ）

▽ （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）
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

井上　慶司
（イノウエ　ケイジ）

▽ 新事業創出部　部長付
　　Science & Innovation Center　センター長付

（開発本部 愛知研究所長） フェロー
槇野　隆之
（マキノ　タカユキ）

▽ Science & Innovation Center長 （開発本部 広島研究所長） 理事役
山本　正規
（ヤマモト　マサノリ）

▽ 分析物性研究所長 （Science & Innovation Center 分析物性研究所長） フェロー
長谷川　龍一
（ハセガワ　リュウイチ）

▽ 茨城事業所長 （茨城事業所 企画管理部長） 理事役
仰木　啓訓
（オオギ　ヒロノリ）

▽ 三重事業所長 （三重事業所 企画管理部長） 理事役
藤巻　精一
（フジマキ　セイイチ）

▽ 三重事業所 企画管理部長 （高機能化学部門 機能材料本部長） 理事役
村上　孝久
（ムラカミ　タカヒサ）

▽ 広島事業所長 （広島事業所 企画管理部長） 理事役
常重　保則
（ツネシゲ　ヤスノリ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス　総務・人事室長 （高機能化学部門 機能化学品本部長） 理事役
中藤　毅
（ナカトウ　タケシ）

▽ 三菱ケミカルインフラテック株式会社　経営企画室長
（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）

理事役
宮北　憲治
（ミヤキタ　ケンジ）

▽ 三菱ケミカルインフラテック株式会社 （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長） 理事役
中越　明
（ナカゴシ　アキラ）

（２）理事役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （理事役退任）
　　三菱ケミカルエンジニアリング株式会社　取締役
　　　事業所、環境安全品質部 掌理
　　　オーナーズエンジニアリング本部長

（理事役
　　設備技術部長）

高島　正巳
（タカシマ　マサミ）

▽ （理事役退任）
　　三菱ケミカル物流株式会社　執行役員
　　　同社 人事部長

（理事役
　　技術部　副部長）

島倉　健吉
（シマクラ　ケンキチ）

▽ （理事役退任） （高機能成形材料部門 機能成形複合材本部 高機能モールディングシステムズ事業部長） MCCアドバンスドモールディングス株式会社　取締役社長
田西　裕之
（タニシ　ヒロユキ）
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４．部長級人事等
新職 旧職 継続職 氏名

▽ カーボンケミカル部門 基盤原料本部 オレフィン・アロマ事業部長 （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）
松田　秀行
（マツダ　ヒデユキ）

▽ カーボンケミカル部門 基盤原料本部 ユーティリティー事業部長 （石化部門 石化基盤本部 ユーティリティー事業部長）
中川　誠司
（ナカガワ　セイジ）

▽ カーボンケミカル部門 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ケミカル事業部長）
川﨑　武史
（カワサキ　タケシ）

▽ カーボンケミカル部門 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・VAM事業部長）
安藤　泰弘
（アンドウ　ヤスヒロ）

▽ カーボンケミカル部門 化学品本部 C4ケミカル事業部長 （石化部門 石化基盤本部 石化原料事業部長）
飯島　要
（イイジマ　カナメ）

▽ カーボンケミカル部門 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・VAM事業部 グループマネジャー）
梶原　広久
（カジワラ　ヒロヒサ）

▽ カーボンケミカル部門 カーボンケミカル企画部長 （経営管理部 グループマネジャー）
汲川　隆佳
（クミカワ　タカヨシ）

▽ カーボンケミカル部門 カーボンケミカル企画部 企画室長 （石化部門 石化企画部 企画室長）
足立　聡
（アダチ　サトシ）

▽ カーボンケミカル部門 カーボンケミカル企画部 技術室長 （石化部門 基礎化学品本部 C4ケミカル事業部長）
加藤　大雄
（カトウ　ヒロオ）

▽ 炭素部門 炭素本部 コークス炭素材事業部長 （炭素部門 炭素本部 コークス炭素材事業部 グループマネジャー）
鈴木　健彦
（スズキ　タケヒコ）

▽ 炭素部門 炭素本部 カーボンゴム事業部長 （三重事業所 製造3部長）
山澤　達彦
（ヤマザワ　タツヒコ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 メタクリレート第1事業部長 （三菱ケミカルインドネシア社　取締役社長）
香春　光千夫
（カハル　ミチオ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 メタクリレート第2事業部長 （MCCユニテック株式会社　取締役社長）
三上　裕司
（ミカミ　ユウジ）

▽ MMA部門 MMA・Asia本部 PMMA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）
内藤　秀樹
（ナイトウ　ヒデキ）

▽ MMA部門 グローバルSCM本部 グローバルS&OP部長 （MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部 グループマネジャー）
安藤　佳正
（アンドウ　ヨシマサ）

▽ MMA部門 グローバルSCM本部 グローバルソーシング部長 ルーサイトUK社　Global Procurement Manager ジョン・ベイツ

▽ MMA部門 グローバルSCM本部 グローバルロジスティック部長 ルーサイトシンガポール社　General Manager トク・チーミン

▽ MMA部門 グローバルHR部長 ルーサイトシンガポール社　Human Resource Manager タン・クイメイ

▽ MMA部門 MMA企画部 企画・管理室長 MMA部門 MMA企画部　副部長
大山　大
（オオヤマ　ダイ）

▽ MMA部門 MMA企画部 技術室長 （MMA部門 MMA企画部 グループマネジャー）
河藤　誠一
（カワトウ　セイイチ）

▽ 高機能化学部門 機能化学技術部長
　　同部門 高機能化学企画部長

（高機能化学部門 機能化学品本部 グループマネジャー）
久保田　喜文
（クボタ　ヨシフミ）

▽ 高機能化学部門 機能化学技術部 QA・RC推進室長 （高機能化学部門 機能化学品本部）
原田　敏直
（ハラダ　トシナオ）

▽ 高機能化学部門 機能化学技術部 生産管理室長 （高機能化学部門 機能材料本部 エポキシ事業部長）
樋渡　智章
（ヒワタシ　トモアキ）
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４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 高機能化学部門 機能化学技術部 技術開発室長
（開発本部 福岡研究所 有機機能材料研究室長
　同本部 同研究所 無機機能材料研究室長）

上野　信彦
（ウエノ　ノブヒコ）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部長
（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）

柏　啓太
（カシワ　ケイタ）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部 事業企画室長 （高機能化学部門 高機能化学企画部 グループマネジャー）
野殿　光史
（ノドノ　ミツフミ）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部 コーティング材事業部長 （ 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）
笠井　俊宏
（カサイ　トシヒロ）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部 スペシャリティケミカルズ事業部長 （高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部長）
浅沼　努
（アサヌマ　ツトム）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部 機能性添加剤事業部長 （MCPPドイツ社）
山根　義久
（ヤマネ　ヨシヒサ）

▽ 高機能化学部門 機能化学事業本部 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長）
望月　秀隆
（モチヅキ　ヒデタカ）

▽ 高機能化学部門 食品事業本部長 （高機能化学部門 機能材料本部 無機化学品事業部長）
土井　康敬
（ドイ　ヤスタカ）

▽ 高機能化学部門 食品事業本部 食品事業部長
（高機能化学部門 食品機能材本部 乳化剤事業部長
　三菱ケミカルフーズ株式会社　飲料・加工食品事業部門長）

三菱ケミカルフーズ株式会社　取締役
富田　昌暁
（トミダ　マサアキ）

▽ 高機能化学部門 高機能化学企画部 グループマネジャー （高機能化学部門 機能材料本部 機能性添加剤事業部長）
野村　智彦
（ノムラ　トモヒコ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 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 ポリエステル加工フィルム事業部長）
保田　一成
（ヤスダ　カズナリ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 フィルム本部 ポリエステルフィルム開発センター長 （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開発センター フィルム基盤技術室長）
杉江　健志
（スギエ　タケシ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 半導体本部 グローバル戦略室長 （高機能化学部門 高機能化学企画部 グループマネジャー）
川名　真
（カワナ　シン）

▽ 情電・ディスプレイ部門 半導体本部 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）
若林　聡
（ワカバヤシ　サトシ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 ディスプレイ本部 ディスプレイ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 ディスプレイマテリアルズ事業部長）
迫　直樹
（サコ　ナオキ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 ディスプレイ本部 イメージング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 イメージングマテリアルズ事業部長）
三森　光幸
（ミツモリ　テルユキ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 ディスプレイ本部 ディスプレイフィルム事業部長 （情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部 ポリエステル加工フィルム事業部 プロジェクトマネジャー）
杉本　龍一郎
（スギモト　リュウイチロウ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部 繊維事業部長 （高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部 グループマネジャー）
大坪　正博
（オオツボ　マサヒロ）

▽ 高機能成形材料部門 機能成形材本部 アドバンスドマテリアルズ事業部長 （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）
伊吹　努
（イブキ　ツトム）

▽ 高機能成形材料部門 機能成形材本部 コンポジット事業部長 （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）
奥野　雅哉
（オクノ　マサヤ）

▽ 高機能成形材料部門 高機能成形材料企画部長 （経営管理部 グループマネジャー）
木田　稔
（キダ　ミノル）

▽ 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 （大洋新技社　取締役社長）
中道　学
（ナカミチ　マナブ）

▽ サーキュラーエコノミー推進部長 新事業創出部長
金沢　大輔
（カナザワ　ダイスケ）
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４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 東日本支社 リビングセグメント長 （MMA部門 MMA・Asia本部 化成品事業部長）
乾　博行
（イヌイ　ヒロユキ）

▽ 東日本支社 コンシューマーセグメント長 （石化部門 基礎化学品本部 石化営業統括部長）
槻　聡士
（ツキ　サトシ）

▽ 鶴見研究所長 （開発本部 鶴見研究所長）
高橋　英樹
（タカハシ　ヒデキ）

▽ 愛知研究所長 （開発本部 滋賀研究所長）
山田　紳月
（ヤマダ　シンゲツ）

▽ 三重研究所長 （開発本部 三重研究所長）
西山　貴人
（ニシヤマ　タカヒト）

▽ 滋賀研究所長 （新事業創出部）
根本　友幸
（ネモト　トモユキ）

▽ 大阪研究所長 （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開発センター長）
宗像　基浩
（ムナカタ　モトヒロ）

▽ 福岡研究所長 （開発本部 福岡研究所長）
藤本　寿一
（フジモト　ジュイチ）

▽ 設備技術部長 （設備技術部 設備統括室長）
梅澤　幸樹
（ウメザワ　コウキ）

▽ 購買部長 （購買部 グループマネジャー）
横田　晶彦
（ヨコタ　アキヒコ）

▽ 物流部長 （物流部 グループマネジャー）
大島　弘
（オオシマ　ヒロシ）

▽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

（広報部 グループマネジャー
　株式会社三菱ケミカルホールディングス 広報・IR室 グループマネジャー）

清水　治
（シミズ　オサム）

▽ 監査役サポート室 （情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部 企画室長）
岩村　和典
（イワムラ　カズノリ）

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス 法務企画室長
　　同社 ケミカル法務室長

（法務部長）
池田　理史
（イケダ　サトシ）

▽ 三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　社長 （高機能成形材料部門 高機能成形材料企画部長）
毛利　明彦
（モウリ　アキヒコ）

▽ 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社　取締役副社長 （石化部門 石化企画部 技術室長）
佐藤　平吾
（サトウ　ヘイゴ）

▽ 三菱ケミカルインフラテック株式会社　常務取締役
（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 インフラ資材事業室長
　三菱ケミカルインフラテック株式会社　取締役社長）

松本　和広
（マツモト　カズヒロ）

▽ 三菱ケミカルインフラテック株式会社　取締役 （高機能成形材料部門 機能成形複合材本部 機能成形材事業部長）
新美　正
（ニイミ　タダシ）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　取締役執行役員
　　同社 陸運事業本部　副本部長

（購買部長
　物流部長）

長野　洋三
（ナガノ　ヨウゾウ）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　理事
　　働き方改革推進室長

（三菱ケミカルタイランド社　取締役社長）
柏木　尚
（カシワギ　タカシ）
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Ⅴ．役員体制（2020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 中田　るみ子 常務執行役員 関　基弘

取締役 池川　喜洋

常務執行役員 瀧本　丈平

監査役 常務執行役員 江川　洋介

役位 氏名 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 田中　良治 常務執行役員 北田　裕二 新エネルギー部門長

常勤監査役 三﨑　正寛 常務執行役員 白上　博能

常勤監査役 宮森　隆雄 常務執行役員 垣本　昌久

常勤監査役 中澤　辰生 常務執行役員 福田　信夫

非常勤監査役 浦田　尚男 常務執行役員 西谷　悌二郎

常務執行役員 中田　るみ子

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 ビル・ラドライン

執行役員 池田　宏樹

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 華房　実保

執行役員 加藤　邦泰 広島研究所長

執行役員 荒川　義貴

執行役員 宮　忠司 技術部　副部長

執行役員 赤井　一隆

執行役員 木林　孝夫

執行役員 神野　光男

執行役員 佐藤　晴基

執行役員 小久保　弘之

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 伊藤　能彦

共通部門各部署の所管

所管役員

和賀　昌之

白上　博能

垣本　昌久

福田　信夫

西谷　悌二郎

小久保　弘之

中田　るみ子

情電・ディスプレイ部門 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

環境・生活ソリューション部門長

情電・ディスプレイ部門長

高機能ポリマー部門長

高機能フィルム部門長

高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長

職位

カーボンケミカル部門長

炭素部門長

高機能化学部門長

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

技術部長

執行役員 野澤　佳隆
西日本支社長

営業改革推進室長

経営管理部、経理部、（基幹システム統合プロジェクト担当）

岡山事業所長

滋賀事業所長

人事部長

経理部長

サーキュラーエコノミー推進部

三菱ケミカルタイランド社　取締役社長

江口　幸治常務執行役員

総務部、広報部、人事部

高機能フィルム部門 ホスタファン本部長

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、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

プロダクト・スチュワードシップ推進部、購買部、物流部、内部統制推進部

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

研究推進部長

富山事業所長

経営企画部長
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Ⅴ. グループ会社社長等人事（2020年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 日本ポリエチレン株式会社　代表取締役社長　社長執行役員
（日本ポリエチレン株式会社　執行役員
　　同社 包装資材営業本部長）

山田　清隆
（ヤマダ　キヨタカ）

▽ 日本ポリエチレン株式会社 顧問 （日本ポリエチレン株式会社　代表取締役社長　社長執行役員）
府川　洋一
（フカワ　ヨウイチ）

▽ 三菱ケミカルタイランド社　取締役社長
　　三菱ケミカルアジアパシフィック社　取締役社長

（三菱ケミカル株式会社 情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長） 三菱ケミカル株式会社　執行役員
伊藤　能彦
（イトウ　ヨシヒコ）

▽ 三菱ケミカル株式会社　顧問
（三菱ケミカルアジアパシフィック社　取締役社長
　三菱ケミカル株式会社　執行役員）

稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　理事
　　　働き方改革推進室長

（三菱ケミカルタイランド社　取締役社長）
柏木　尚
（カシワギ　タカシ）

▽ 三菱ケミカル株式会社　高機能化学部門　機能化学事業本部　本部長付 (三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社　代表取締役社長)
沼田　宏明
（ヌマタ　ヒロアキ）

▽ 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社　代表取締役副社長 （三菱ケミカル株式会社 石化部門 石化企画部 技術室長）
佐藤 平吾
（サトウ ヘイゴ）
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