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Ⅰ．組織変更（平成18年4月1日付） 
１． 改正内容 

（１） ｾｸﾞﾒﾝﾄの見直し 
① 「機能化学ｾｸﾞﾒﾝﾄ」と「機能材料ｾｸﾞﾒﾝﾄ」を統合し、「機能商品ｾｸﾞﾒﾝﾄ」を置く。 
② 「ﾍﾙｽｹｱｾｸﾞﾒﾝﾄ」及び「ｻｰﾋﾞｽｾｸﾞﾒﾝﾄ」を廃止する。 

（２） 石化ｾｸﾞﾒﾝﾄ 
① 「石化基盤本部」、「化学品本部」、「ﾎﾟﾘﾏｰ本部」、「石化開発部門」、「石化企画管理部門」、「石化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室」の３本部、２部門、１室を置く。

② 「石化基盤本部」に「石化原料事業部」、「石化基盤室」、「石化中東室」を置く。 
また、「ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ-事業部」を「技術・生産ｾﾝﾀｰ」から移管し「ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ-部」とする。 

③ 「化学品本部」に「ｽﾁﾚﾝ事業部」、「EOG・界面活性剤事業部」、「ｵｷｿ事業部」、「ｱｸﾘﾚｰﾄ事業部」、「C4 ｹﾐｶﾙ事業部」、「ﾃﾚﾌﾀﾙ酸事業部」、「新

規ﾓﾉﾏｰ事業推進室」、「石化営業部」を置く。 
④ 「ﾎﾟﾘﾏｰ本部」に「ﾎﾟﾘﾏｰ室」、「PET･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部」、「ﾌｪﾉｰﾙ･ﾒﾗﾐﾝ事業部」、「ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部」、「ﾎﾟﾘﾏｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ」を置く。 

また、「機能性樹脂事業部」を「機能化学ｾｸﾞﾒﾝﾄ」から移管する。 
⑤ 「石化開発部門」に「石化研究ｾﾝﾀｰ」を置く。 
⑥ 「石化企画管理部門」に「石化企画室」、「石化管理部」を置く。 

（３） 機能商品ｾｸﾞﾒﾝﾄ 
① 「情報電子・電池本部」、「機能化学本部」、「機能材料本部」、「機能商品開発部門」、「機能商品管理部門」の３本部、２部門を置く。 
② 「情報電子・電池本部」に「情報電子・電池企画室」、「記録ﾒﾃﾞｨｱ部」、「ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業部」、「ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料事業部」、「ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部」、

「電池機材事業部」、「HEV推進部」を置く。 
③ 「機能化学本部」に「機能化学企画室」、「食品機能材部」、「ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｹﾐｶﾙｽﾞ事業部」、「ｲｵﾝ交換樹脂事業部」、「EL 薬品事業部」を置く。ま

た、「無機部」を廃止し、新たに 「無機ｸﾞﾙｰﾌﾟ」を置く。 
④ 「機能材料本部」に「機能材料企画室」、「機能資材事業部」を置く。 
⑤ 「機能商品開発部門」に「技術管理室」、「機能商品研究ｾﾝﾀｰ」を置く。 
⑥ 「機能商品管理部門」に「総合企画室」、「管理部」を置く。 

（４） ﾍﾙｽｹｱｾｸﾞﾒﾝﾄ廃止に伴い「ﾍﾙｽｹｱ部門」を新設し、「ﾍﾙｽｹｱ企画室」を置く。 
（５） ｻｰﾋﾞｽｾｸﾞﾒﾝﾄ廃止に伴い「ｻｰﾋﾞｽ企画室」を廃止する。 
（６） 炭素部門に「炭素企画室」、「炭素事業部」を置く。 
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２． 改正の趣旨 
平成14 年4月から、ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の総合力を最大限に発揮するための経営の仕組みとして、ｾｸﾞﾒﾝﾄ経営を導入し、ｾｸﾞﾒﾝﾄ毎に、その特色と状況を踏ま

えた柔軟な組織運営を導入し、現在に至っている。 
こうした中、「革進－Phase２」計画の２年目にあたる本年４月から、この計画を一層加速するために、これまでのｾｸﾞﾒﾝﾄ経営の考え方や実行の流れ

は継続しつつ、「より重点事業、ﾀｰｹﾞｯﾄ市場分野を視野に入れ、それを組織にも反映させる」との観点より、組織改正を実施することとする。 
 

（１） ｾｸﾞﾒﾝﾄの見直し 
経営資源の有効活用を図り、総合力を最大限に発揮するため、「機能化学ｾｸﾞﾒﾝﾄ」と 「機能材料ｾｸﾞﾒﾝﾄ」を統合し、「機能商品ｾｸﾞﾒﾝﾄ」とする。 
石化、機能商品とも、各ｾｸﾞﾒﾝﾄ内に、「本部」を公式組織として新設し、事業の執行ﾗｲﾝとしての責任・権限を明確化することで、更なる意思決定

の迅速化を図る。 
また、株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(以下、MCHC という。)の発足により、MCHC ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体のﾍﾙｽｹｱ事業については、MCHC ﾍﾙｽｹｱ戦略室が

中心となってﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行う体制に移行したことを踏まえ、「ﾍﾙｽｹｱｾｸﾞﾒﾝﾄ」を廃止し、新たに「ﾍﾙｽｹｱ部門」を設置し、当社におけるﾍﾙｽｹｱ事業を

統括する。 
なお、「ｻｰﾋﾞｽｾｸﾞﾒﾝﾄ」についてはこれを廃止し、現在「ｻｰﾋﾞｽｾｸﾞﾒﾝﾄ」に属するｸﾞﾙｰﾌﾟ会社については、各社のﾐｯｼｮﾝや事業の性格を踏まえ、最適

な部署が所管する。 
 

（２） 石化ｾｸﾞﾒﾝﾄ 
① 石化ｾｸﾞﾒﾝﾄにおけるﾎﾟﾘﾏｰ事業の重要性と、「革進－Phase２」計画に定めた重点市場、特に自動車分野へのｾｸﾞﾒﾝﾄとしての製品ｱｸｾｽが主にﾎﾟ

ﾘﾏｰ中心であることに鑑み、「ﾎﾟﾘﾏｰ本部」を置き、ﾎﾟﾘﾏｰという観点からのｸﾞﾙｰﾌﾟ総合力の発揮による、市場における存在価値の向上と持続

的な収益力確保を図る。 
② 国内基盤事業の維持強化策として、「鹿島、水島における基礎原料（ｵﾚﾌｨﾝｱﾛﾏ）事業をｺﾝﾋﾞﾅｰﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽﾚﾍﾞﾙにおいて種々の競争力強化策を

積極展開する」こと も「石化ｾｸﾞﾒﾝﾄ」の最重点課題である。この観点から「ｵﾚﾌｨﾝｱﾛﾏ事業」および、ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ競争力の基盤をなす「ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

事業」を所管する「石化基盤本部」を設け、ﾓﾉﾏｰ事業は「化学品本部」に置くこととする。 
 

（３） 機能商品ｾｸﾞﾒﾝﾄ 
今後注力すべき事業分野を明確にし、かつ「革進－Phase２」計画で定めた重点市場、特に電池分野への取り組み体制を明確に示す観点から、

従来の機能化学ｾｸﾞﾒﾝﾄを再編し「情報電子・電池本部」及び「機能化学本部」を置く。 
また、より川下に近い市場で、常に高付加価値化を追求し、かつ早期の新商品化を目指すという事業分野の特性を踏まえ、従来の「機能材

料ｾｸﾞﾒﾝﾄ」については「機能材料本部」とし、機能商品ｾｸﾞﾒﾝﾄに含めることとする。 
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平成18年4月１日

石化基盤本部 石化原料事業部

ユーティリティー部

石化基盤室

石化中東室

化学品本部 スチレン事業部 技術・生産センター 企画調整部
ＥＯＧ・界面活性剤事業部 技術部

オキソ事業部 プロセス安全工学室

アクリレート事業部 設備技術室

Ｃ４ケミカル事業部 環境安全・品質保証部

テレフタル酸事業部 認定監査室

松山工場 黒崎事業所

新規モノマー事業推進室 四日市事業所

石化営業部 水島事業所

ポリマー本部 ポリマー室 鹿島事業所

PET･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部 直江津事業所

フェノール・メラミン事業部 筑波事業所

機能性樹脂事業部

ポリオレフィン部 コーポレート営業推進部

ポリマーソリューションセンター 大阪支社

石化開発部門 石化研究センター 中部支社

石化企画管理部門 石化企画室 九州支社

石化管理部 北海道支店

石化プロジェクト室 北京事務所

上海事務所

科学技術戦略室

情報電子・電池本部 情報電子・電池企画室 横浜センター

記録メディア部 筑波センター

水島工場 経営企画室

オプトエレクトロニクス事業部 グループ経営室

筑波工場 監査室

ディスプレイ材料事業部 コンプライアンス推進室

イメージング事業部 広報・ＩＲ室

直江津工場 総務部

小田原工場 人事部

電池機材事業部 人権室

ＨＥＶ推進部 経理部

購買・物流部

機能化学本部 機能化学企画室 知的財産部

食品機能材部 契約・ライセンス室

パフォーマンスケミカルズ事業部 情報システム部

イオン交換樹脂事業部

ＥＬ薬品事業部

無機グループ

機能材料本部 機能材料企画室

機能資材事業部

筑波工場

水島工場

機能商品開発部門 技術管理室

機能商品研究センター

機能商品管理部門 総合企画室

管理部

ヘルスケア部門 ヘルスケア企画室

炭素部門 炭素企画室

炭素事業部 注）　下線部分が今回の組織改正に伴う変更箇所
坂出事業所

全 社 組 織 図
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Ⅱ．役員関係人事（平成18年3月31日付、平成18年4月1日付）

平成18年3月31日付
1．執行役員
（１）執行役員退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽（執行役員退任）ｳﾞｲﾃｯｸ株式会社　取締役社長
執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ　水島事業所長

岡田　敏彦(ｵｶﾀﾞ　ﾄｼﾋｺ)

（2）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 兼　日本ﾎﾟﾘｹﾑ株式会社　取締役社長
常務執行役員
兼　汎用化学品部門長
兼　ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部門長

高下　悦仁郎(ｺｳｹﾞ　ｴﾂｼﾞﾛｳ)

▽兼　日本ﾎﾟﾘｹﾑ株式会社　取締役社長
執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ　鹿島事業所長

吉田　宏(ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛｼ)

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ　水島事業所長
技術・生産ｾﾝﾀｰ　技術部長
兼　企画調整部長

執行役員 梶原　泰裕(ｶｼﾞﾜﾗ　ﾔｽﾋﾛ)

平成18年4月1日付
1.取締役
　取締役の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽(常務執行役員退任)
株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　常務執行役員
兼　当社　常務執行役員

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　取締役
兼　当社　取締役

石川　壽(ｲｼｶﾜ　ﾋｻｼ)

2.執行役員
（1）執行役員退任

新職 旧職 継続職 氏名

▽（常務執行役員退任）顧問 常務執行役員 竹内　克(ﾀｹｳﾁ　ｶﾂ)

▽（執行役員退任）
　株式会社ｴｰﾋﾟｰｱｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　副社長執行役員

執行役員 菊地　一男(ｷｸﾁ　ｶｽﾞｵ)
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（2）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽石化基盤本部長
兼　汎用化学品部門長
兼　ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部門長

常務執行役員 高下　悦仁郎(ｺｳｹﾞ　ｴﾂｼﾞﾛｳ)

▽化学品本部長
　 兼　石化開発部門長

兼　石化研究開発部門長 常務執行役員 新國　時生(ﾆｲｸﾆ　ﾄｷｵ)

▽常務執行役員
　 ﾎﾟﾘﾏｰ本部長

執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ　鹿島事業所長

兼　日本ﾎﾟﾘｹﾑ株式会社　取締役社長 吉田　宏(ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛｼ)

▽石化企画管理部門長
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門長
兼　石化企画部門長

執行役員 山部　俊一(ﾔﾏﾍﾞ　ﾄｼｶｽﾞ)

▽石化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 執行役員 今村　信和(ｲﾏﾑﾗ　ﾉﾌﾞｶｽﾞ)

▽情報電子・電池本部長 常務執行役員 原山　博志(ﾊﾗﾔﾏ　ﾋﾛｼ)

▽機能化学本部長
　 兼　食品機能材部長

機能化学企画部門長
兼　機能化学開発部門長

執行役員 内藤　明(ﾅｲﾄｳ　ｱｷﾗ)

▽機能材料本部長
　 兼　機能商品管理部門長

経理部長
兼　株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 執行役員　経営管理室部長

執行役員 村瀬　滋美(ﾑﾗｾ　ｼｹﾞﾖｼ)

▽株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　常務執行役員
　 兼　当社　常務執行役員

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　執行役員　経営管理室長
兼　当社執行役員　ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室長

兼　三菱ｳｪﾙﾌｧｰﾏ株式会社　監査役(非常勤) 吉村　章太郎(ﾖｼﾑﾗ　ｼｮｳﾀﾛｳ)
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(3)各執行役員の分担（平成18年4月1日付）

分担

中山 清 常務執行役員 ﾍﾙｽｹｱ部門

佐藤 隆一 常務執行役員 炭素部門

(4)各執行役員の担当（平成18年4月1日付）

担当

船田 昌興 副社長執行役員 社長補佐/ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ営業推進、監査

藤島 治 常務執行役員 生産、技術、環境安全・品質保証（ＲＣ）

小林 喜光 常務執行役員 科学技術戦略、科学技術研究、知的財産

佐藤 隆一 常務執行役員 経営企画

馬場 敦
常務執行役員
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員

広報、総務、人事、購買・物流、情報ｼｽﾃﾑ

吉村 章太郎 常務執行役員 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営、ＩＲ、経理

*下線部が新規

執行役員

執行役員

7 / 11



III．人事異動（平成18年3月30日付、平成18年3月31日、平成18年4月1日付）

平成18年3月30日付

ライン部長以上

新職 旧職 継続職 氏名

▽理事　常務執行役員付 株式会社ｼﾞｪｲﾌﾟﾗｽ　取締役社長 川崎　芳夫(ｶﾜｻｷ　ﾖｼｵ)

平成18年3月31日付

ライン部長以上

新職 旧職 継続職 氏名

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ　技術部長　兼　企画調整部長 技術・生産ｾﾝﾀｰ　四日市事業所　企画管理部長 石川　甚秀(ｲｼｶﾜ　ﾔｽﾋﾃﾞ)

平成18年4月1日付
ライン部長以上
新職 旧職 継続職 氏名

▽石化基盤本部　石化原料事業部長 石化基盤部門　石化原料事業部長 和賀　昌之（ﾜｶﾞ　ﾏｻﾕｷ）

▽石化基盤本部　ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ部長 技術・生産ｾﾝﾀｰ　ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ事業部長 理事 戸澤　洋一(ﾄｻﾞﾜ　ﾖｳｲﾁ)

▽石化基盤本部　石化基盤室長 ﾃｸﾉﾎﾟﾘﾏｰ株式会社　専務取締役 佐藤　寛樹(ｻﾄｳ　ﾋﾛｷ)

▽石化基盤本部　石化中東室長 汎用化学品部門　石化中東室長 岡田　幹士（ｵｶﾀﾞ　ｶﾝｼﾞ）

▽化学品本部　副本部長 誘導品ﾓﾉﾏｰ部門長 理事 宮澤　千尋（ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾁﾋﾛ）

▽化学品本部　ｽﾁﾚﾝ事業部長 汎用化学品部門　ｽﾁﾚﾝ事業部長 善林　永寿(ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼ　ｴｲｼﾞｭ)

▽化学品本部　EOG･界面活性剤事業部長 汎用化学品部門　EOG･界面活性剤事業部長 末延　幸辰(ｽｴﾉﾌﾞ　ﾕｷﾀﾂ)

▽化学品本部　ｵｷｿ事業部長 誘導品ﾓﾉﾏｰ部門　ｵｷｿ事業部長 白上　博能（ｼﾗｶﾐ　ﾋﾛﾖｼ）

▽化学品本部　ｱｸﾘﾚｰﾄ事業部長 誘導品ﾓﾉﾏｰ部門　ｱｸﾘﾚｰﾄ事業部長 矢田　修平(ﾔﾀﾞ　ｼｭｳﾍｲ)

▽化学品本部　C4ｹﾐｶﾙ事業部長 誘導品ﾓﾉﾏｰ部門　C4ｹﾐｶﾙ事業部長 小林　茂（ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｹﾞﾙ）

▽化学品本部　ﾃﾚﾌﾀﾙ酸事業部長 ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門　ﾃﾚﾌﾀﾙ酸事業部長 郷田　庄太郎（ｺﾞｳﾀﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ）

▽化学品本部　新規ﾓﾉﾏｰ事業推進室長 誘導品ﾓﾉﾏｰ部門　新規ﾓﾉﾏｰ事業推進室長 守本　正(ﾓﾘﾓﾄ　ﾀﾀﾞｼ)

▽化学品本部　石化営業部長 石化営業部門長　兼　石化営業部長 小林　裕和（ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｶｽﾞ）

(次頁へつづく)
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平成18年4月1日付
ライン部長以上（前頁つづき2/3）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　副本部長　兼　ﾎﾟﾘﾏｰ室長 誘導品ﾎﾟﾘﾏｰ部門長　兼　新規ﾎﾟﾘﾏｰ事業推進室長 理事 池田　隆洋(ｲｹﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　PET･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部長 誘導品ﾎﾟﾘﾏｰ部門　PET･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ事業部長 浦部　宏(ｳﾗﾍﾞ　ﾋﾛｼ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　ﾌｪﾉｰﾙ･ﾒﾗﾐﾝ事業部長 誘導品ﾎﾟﾘﾏｰ部門　ﾌｪﾉｰﾙ･ﾒﾗﾐﾝ事業部長 森　知行(ﾓﾘ　ﾄﾓﾕｷ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　機能性樹脂事業部長 ｱﾒﾆﾃｨﾗｲﾌ部門　機能性樹脂事業部長 篠原　義尚(ｼﾉﾊﾗ　ﾖｼﾅｵ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部長 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部門　ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ部長 渡邊　文尚(ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾌﾐﾅｵ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部　ﾎﾟﾘﾏｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長 石化研究開発部門　ﾎﾟﾘﾏｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長 川井　道生(ｶﾜｲ　ﾐﾁｵ)

▽石化開発部門　石化研究ｾﾝﾀｰ長 石化研究開発部門　石化研究ｾﾝﾀｰ長 牛窪　孝(ｳｼｸﾎﾞ　ﾀｶｼ)

▽石化企画管理部門　石化企画室長 石化企画部門　石化企画部長 瀧本　丈平(ﾀｷﾓﾄ　ｼﾞｮｳﾍｲ)

▽石化企画管理部門　石化管理部長 石化企画部門　石化管理部長 梅葉　芳弘(ｳﾒﾊ　ﾖｼﾋﾛ)

▽情報電子・電池本部　副本部長
　 兼　情報電子・電池企画室長
　 兼　記録ﾒﾃﾞｨｱ部長
　 兼　機能商品管理部門　総合企画室長

情報電子部門長　兼　記録ﾒﾃﾞｨｱ部長 理事 福村　龍二（ﾌｸﾑﾗ　ﾘｭｳｼﾞ）

▽情報電子・電池本部　副本部長(電池担当) 電池機材事業部長 理事 江口　順二(ｴｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｼﾞ)

▽情報電子・電池本部　ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業部長 情報電子部門　ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業部長 小橋　康二（ｺﾊﾞｼ　ﾔｽｼﾞ）

▽情報電子・電池本部　ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料事業部長 情報電子部門　ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ材料事業部長 池田　喜伸（ｲｹﾀﾞ　ﾖｼﾉﾌﾞ）

▽情報電子・電池本部　ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部長 情報電子部門　ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部長 仙波　靖雄（ｾﾝﾊﾞ　ﾔｽｵ）

▽情報電子・電池本部　電池機材事業部長 電池機材事業部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 山口　祥司(ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｮｳｼﾞ)

▽情報電子・電池本部　HEV推進部長 電池機材事業部　HEV推進部長 千田　幸雄(ﾁﾀﾞ　ﾕｷｵ)

▽機能化学本部　ｲｵﾝ交換樹脂事業部長
　 兼　機能化学企画室長

環境・ｸﾘｰﾝ部門　ｲｵﾝ交換樹脂事業部長 城阪　欣幸(ｷｻｶ　ﾖｼﾕｷ)

▽機能化学本部　ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｹﾐｶﾙｽﾞ事業部長 機能化学開発部門　戦略事業推進室長 勝呂　芳雄(ｶﾂﾛ　ﾖｼｵ)

(次頁へ続く)
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平成18年4月1日付

ライン部長以上（前頁つづき3/3）

新職 旧職 継続職 氏名

▽機能化学本部　EL薬品事業部長 環境・ｸﾘｰﾝ部門　EL薬品事業部長 反田　健二(ｿﾘﾀ　ｹﾝｼﾞ)

▽機能材料本部　機能材料企画室長 機能材料企画室長 理事 後藤　節夫(ｺﾞﾄｳ　ｾﾂｵ)

▽機能材料本部　機能資材事業部長 機能資材事業部長 土肥　伸行(ﾄﾞｲ　ﾉﾌﾞﾕｷ)

▽機能商品開発部門長　兼　機能商品研究ｾﾝﾀｰ長
ｱﾒﾆﾃｨﾗｲﾌ部門長
兼　食品機能材部長
兼　ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｹﾐｶﾙｽﾞ事業部長

理事 根本　揚水(ﾈﾓﾄ　ﾖｳｽｲ)

▽機能商品開発部門　技術管理室長 機能化学企画部門　技術企画部長 山岡　弘明(ﾔﾏｵｶ　ﾋﾛｱｷ)

▽機能商品管理部門　管理部長
ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ
兼　石化企画部門　石化管理部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

高田　和紀(ﾀｶﾀﾞ　ｶｽﾞﾉﾘ)

▽ﾍﾙｽｹｱ部門長
　 兼　同部門　ﾍﾙｽｹｱ企画室長

ﾍﾙｽｹｱ企画室長
株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　理事
ﾍﾙｽｹｱ戦略室長
兼　当社　理事

加賀　邦明(ｶｶﾞ　ｸﾆｱｷ)

▽炭素部門　炭素企画室長 炭素部門　炭素事業部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 長谷川　龍(ﾊｾｶﾞﾜ　ﾘｭｳ)

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ　鹿島事業所長 技術･生産ｾﾝﾀｰ　水島事業所　企画推進室長 理事 鷲見　富士雄(ｽﾐ　ﾌｼﾞｵ)

▽技術・生産ｾﾝﾀｰ　筑波事業所長 情報電子部門　ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業部　筑波工場　製造部長 山本　治(ﾔﾏﾓﾄ　ｵｻﾑ)

▽株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　理事　経営管理室長
　 兼　当社　ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室長

経理部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 理事 小酒井　健吉(ｺｻｶｲ　ｹﾝｷﾁ)

▽ 兼　ｻｰﾋﾞｽ企画室長

株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　理事
総務・人事室長
兼　CSR推進室長
兼　当社　理事
総務部長
兼　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室長

藤沢　晃一(ﾌｼﾞｻﾜ　ｺｳｲﾁ)

▽経理部長
　 兼　株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　理事　経営管理室部長

機能化学企画部門　管理部長 理事 山口　和親(ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾁｶ)
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平成18年4月1日付

部長職以上

新職 旧職 継続職 氏名

▽(理事退任)川崎化成工業株式会社　顧問 理事　石化基盤部門長　兼　石化基盤室長 上原　弓人（ｳｴﾊﾗ　ﾕﾐﾄ）

▽石化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 常務執行役員付 理事 川崎　芳夫(ｶﾜｻｷ　ﾖｼｵ)

▽兼　当社　機能化学本部　無機ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 兼　当社　機能化学企画部門　無機部長 日本化成株式会社　取締役　経営企画部長 越智　仁(ｵﾁ　ﾋﾄｼ)

▽(理事退任)株式会社新菱　常務取締役 理事　環境・ｸﾘｰﾝ部門長 露木　滋(ﾂﾕｷ　ｼｹﾞﾙ)

▽(理事退任)株式会社三鈴ｴﾘｰ　取締役副社長 理事　技術・生産ｾﾝﾀｰ　筑波事業所長 藤村　盛夫(ﾌｼﾞﾑﾗ　ﾓﾘｵ)
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