
2016年10月3日

株式会社三菱ケミカルホールディングス

Ⅰ．組織（三菱ケミカル株式会社） （2017年4月1日付）

Ⅱ．人事異動（三菱ケミカル株式会社） （2017年4月1日付）

本件に関するお問合せ先:広報・IR室 （電話: 03-6748-7140）
 

※三菱ケミカル株式会社は、2017年4月1日をもって三菱化学株式会社、三菱樹脂株式会社、三菱レイヨン株式会社の統合により発足いたします。

統合新社　三菱ケミカル株式会社の組織及び人事異動について
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Ⅰ．組織（三菱ケミカル株式会社）　（2017年4月1日付）

※事業所、研究所、支社支店等の組織は別途発表予定。
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Ⅱ. 人事異動(三菱ケミカル株式会社)　（2017年4月1日付）

※新職の役位は未定です。
※旧職及び継続職は本発表日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

新職 旧職（本務のみ記載） 継続職(本務のみ記載) 氏名

▽ 石化部門長
　　兼 同部門 ポリオレフィン本部長

（三菱化学 取締役 常務執行役員 石化基盤本部長）
岡本　純一
（おかもと　じゅんいち）

▽ 石化部門 石化基盤本部長 （三菱化学 理事 石化基盤本部 石化原料事業部長）
荒川　義貴
（あらかわ　よしたか）

▽ 石化部門 石化基盤本部 石化原料事業部長 （三菱化学 石化基盤本部 石化原料事業部 グループマネジャー ）
飯島　要
（いいじま　かなめ）

▽ 石化部門 石化基盤本部 ユーティリティー事業部長 （三菱化学 石化基盤本部 ユーティリティー部 グループマネジャー）
中川　誠司
（なかがわ　せいじ）

▽ 石化部門 ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室長 日本ポリケム 取締役 執行役員 総務部長
善林　永寿
（ぜんばやし　えいじゅ）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 Ｃ２ケミカル事業部長 （三菱化学 化学品本部 ＥＯＧ・エタノール事業部長）
松田　秀行
（まつだ　ひでゆき）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 Ｃ４ケミカル事業部長 （三菱化学 石化企画本部 石化企画部 グループマネジャー）
加藤　大雄
（かとう　ひろお）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 テレフタル酸事業部長 （三菱化学 化学品本部 テレフタル酸部長）
足立　聡
（あだち　さとし）

▽ 石化部門 石化企画部長 （三菱化学 執行役員 経営戦略部門 経営企画室長）
半田　繁
（はんだ　しげる）

▽ 炭素部門長 （三菱化学 執行役員 炭素本部長）
西谷　悌二郎
（にしたに　ていじろう）

▽ 炭素部門 炭素本部長
　　兼 同本部 コークス炭素材事業部長
　　兼 同本部 カーボンゴム事業部長

（三菱化学 理事 炭素本部 炭素事業部長）
飯田　仁
（いいだ　じん）

▽ 炭素部門 炭素企画部長 （三菱化学 炭素本部 炭素企画室長）
蒲田　篤
（かばた　あつし）

▽ ＭＭＡ部門長 （三菱レイヨン 取締役 常務執行役員　MMA・ANブロック担当役員）
宮木　敬
（みやき　たかし）

▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Asia本部長
　　兼 同本部 化成品事業部長

（三菱レイヨン 化成品事業部長）
黒川　聡
（くろかわ　さとし）

▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Asia本部 ＡＮ事業部長 （三菱レイヨン ＡＮ・触媒部長）
西中　優治
（にしなか　ゆうじ）

▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Asia本部 機能樹脂事業部長 （三菱レイヨン 機能樹脂事業部長）
三好　隆夫
（みよし　たかお）
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▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Europe＆US本部長
　　兼 同本部 Europe事業部長

（三菱レイヨン 執行役員 ＭＭＡ・ＡNブロック（欧州）担当役員） フィル・ベイリー

▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ・Europe＆US本部 US事業部長 Lucite International Inc. ティム・メイ

▽ ＭＭＡ部門 ＭＭＡ企画部長 （三菱レイヨン 執行役員 ＭＭＡ・ＡＮ技術統括室長）
加峯　靖弘
（かぶ　やすひろ）

▽ 高機能ポリマー部門長 （三菱化学 執行役員 ポリマー本部長）
瀧本　丈平
（たきもと　じょうへい）

▽ 高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長 （三菱化学 理事 ポリマー本部 機能性樹脂事業部長）
関　基弘
（せき　もとひろ）

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

（三菱化学 ポリマー本部 機能性樹脂事業部 日本事業ユニット長）
西山　勝也
（にしやま　かつや）

▽ 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

（三菱化学 ポリマー本部 機能性樹脂事業部
　グローバル事業ユニット長）

マイク・グラッツマン

▽ 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 （三菱化学 ポリマー本部 フェノール・ポリカーボネート事業部長）
齊川　学
（さいかわ　まなぶ）

▽ 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

（三菱化学 ポリマー本部　フェノール・ポリカーボネート事業部
　グループマネジャー）

倉沢　義博
（くらさわ　よしひろ）

▽ 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

（三菱化学 ポリマー本部 ポリエステル事業部 グループマネジャー）
西村　友宏
（にしむら　ともひろ）

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

（三菱化学 ポリマー本部 ポリエステル事業部長）
藤森　義啓
（ふじもり　よしひろ）

▽ 高機能ポリマー部門　高機能ポリマー企画部長 （ＭＣＰＰフランス 取締役社長）
市川　直樹
（いちかわ　なおき）

▽ 高機能化学部門長
（三菱レイヨン 取締役 常務執行役員
　機能樹脂・機能化学品ブロック担当役員）

吉川　雅博
（よしかわ　まさひろ）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部長 （三菱レイヨン 機能化学品事業部長）
稲岡　計
（いなおか　はかる）

▽ 高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部長 （三菱レイヨン 機能化学品部長）
米山　雅司
（よねやま　まさし）

▽ 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

（三菱化学 機能化学本部 スペシャリティケミカルズ事業部
　グループマネジャー）

久保　智志
（くぼ　ともじ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部長
（三菱化学 理事 機能化学本部
　スペシャリティケミカルズ事業部長）

江口　幸治
（えぐち　こうじ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 エポキシ事業部長
（三菱化学株式会社 機能化学本部
　スペシャリティケミカルズ事業部 グループマネジャー）

野村　智彦
（のむら　ともひこ）
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▽ 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

（三菱化学 機能化学本部 機能化学企画室 グループマネジャー）
樋渡　智章
（ひわたし　ともあき）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 メタブレン事業部長 （三菱レイヨン メタブレン部長）
末廣　直嗣
（すえひろ　なおつぐ）

▽ 高機能化学部門 高機能化学企画部長
　　兼 同部門 食品機能材本部長

（三菱化学 機能化学本部 機能化学企画室長）
葛城　俊哉
（かつらぎ　としや）

▽ 高機能化学部門 食品機能材本部 乳化剤事業部長 三菱化学フーズ 取締役 第一事業部長
末松　和博
（すえまつ　かずひろ）

▽ 情電・ディスプレイ部門長 （三菱化学 取締役 常務執行役員 機能化学本部長）
和賀　昌之
（わが　まさゆき）

▽ 情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長
（三菱樹脂 取締役 執行役員
　｛所管 高機能フィルム関連分野（ポリエステルフィルム）｝）

伊藤　能彦
（いとう　よしひこ）

▽ 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長

（三菱樹脂 ポリエステルフィルム工業材料事業部長）
大石　和也
（おおいし　かずや）

▽ 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

（三菱樹脂 ポリエステルフィルム加工製品事業部長）
堀内　慎介
（ほりうち　しんすけ）

▽ 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

（三菱樹脂 ディスプレイフィルム事業部長）
青木　崇
（あおき　たかし）

▽ 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

（三菱樹脂 開発推進部 グループマネジャー）
宗像　基浩
（むなかた　もとひろ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情報電子本部長
　　兼 同本部 イメージングマテリアルズ事業部長

（三菱化学 理事 情報電子本部 イメージング事業部長）
相川　幹治
（あいかわ　かんじ）

▽ 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

（三菱化学 情報電子本部 ディスプレイマテリアルズ事業部長）
楠本　匡
（くすもと　ただし）

▽ 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

（三菱化学 理事 情報電子本部 半導体マテリアルズ事業部長）
梅沢　健史
（うめざわ　たけし）

▽ 情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部長 （三菱化学 機能化学本部 機能化学企画室 グループマネジャー）
華房　実保
（はなふさ　みほ）

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

（三菱樹脂 取締役 執行役員
　｛所管 高機能フィルム関連分野（高機能フィルム）｝）

垣本　昌久
（かきもと　あきひさ）

▽ 高機能フィルム部門 包装フィルム本部長
　　兼 同本部 食品包装事業部長

（三菱樹脂 食品包装事業部長）
江川　洋介
（えがわ　ようすけ）

▽ 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

（三菱樹脂 ポリエステルフィルム開発センター長）
林　達也
（はやし　たつや）

▽ 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

（三菱レイヨン フィルム部長）
毛利　正朗
（もうり　まさあき）
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▽ 高機能フィルム部門 ホスタファン本部 ホスタファン室長 （三菱樹脂 グローバルポリエステルフィルム室長）
鈴木　盛久
（すずき　もりひさ）

▽ 高機能フィルム部門 高機能フィルム企画部長 （三菱化学 ポリマー本部 サステイナブルリソース事業部長）
堀　和也
（ほり　かずや）

▽ 環境・生活ソリューション部門長
（三菱レイヨン 常務執行役員
　アクア・ソリューションブロック担当役員）

佐々木　等
（ささき　ひとし）

▽ 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
　　兼 同本部 アクア・ソリューション事業室長

（三菱レイヨン 執行役員
　アクア・ソリューションブロック副担当役員）

島田　勝彦
（しまだ　かつひこ）

▽ 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
　　イオン交換樹脂事業部長

（三菱化学 機能化学本部 イオン交換樹脂事業部長）
香春　光千夫
（かはる　みちお）

▽ 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

（三菱レイヨン 凝集剤事業部長）
中村　道生
（なかむら　みちお）

▽ 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 （三菱樹脂 理事 農業資材部長）
米原　稔一
（よねはら　としかず）

▽ 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
　　アグリソリューション事業部長

三菱樹脂アグリドリーム 取締役社長
狩野　光博
（かの　みつひろ）

▽ 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

三菱樹脂インフラテック 取締役社長
松本　和広
（まつもと　かずひろ）

▽ 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 （三菱レイヨン・クリンスイ 取締役社長）
池田　宏樹
（いけだ　ひろき）

▽ 高機能成形材料部門長 （三菱樹脂 取締役） スティーブ・ユーリック

▽ 高機能成形材料部門 副部門長
　　兼 同部門 高機能エンプラ本部長
　　兼 同部門 機能成形複合材本部長
　　兼 同部門 アルミナ繊維・軽金属本部長
　　兼 同部門 高機能成形材料企画部長

（三菱樹脂 取締役 常務執行役員
　｛所管 高機能成形材・部品関連分野｝）

小林　茂
（こばやし　しげる）

▽ 高機能成形材料部門 副部門長
　　兼 同部門 繊維本部長
　　兼 同部門 炭素繊維複合材料本部長

（三菱レイヨン 取締役 常務執行役員
　炭素繊維・複合材料ブロック担当役員）

福居　雄一
（ふくい　ゆういち）

▽ 高機能成形材料部門 高機能エンプラ本部 クオドラント室長
　　兼 同部門 高機能成形材料企画部 副部長

（三菱樹脂 クオドラント室 グループマネジャー）
宮北　憲治
（みやきた　けんじ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部 フィルター・トウ事業部長 （三菱レイヨン フィルター事業部長）
石井　清毅
（いしい　きよたけ）

▽ 高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部長 （三菱レイヨン 執行役員 繊維事業部長）
河崎　隆雄
（かわさき　たかお）

▽ 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

（三菱レイヨン 炭素繊維・複合材料事業部長）
尾関　正芳
（おぜき　まさよし）
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▽ 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

（三菱レイヨン コンポジット製品事業部長）
中越　明
（なかごし　あきら）

▽ 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

（三菱樹脂 執行役員 クオドラント室長）
木村　武司
（きむら　たけし）

▽ 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

（三菱樹脂 理事 複合材事業部長）
戸村　操一
（とむら　そういち）

▽ 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

（三菱樹脂 高機能成形材・部品事業企画部 機能成形品室長）
田西　裕之
（たにし　ひろゆき）

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

（三菱樹脂 執行役員 アルミナ繊維・無機製品事業部長）
小林　正英
（こばやし　まさひで）

▽ 新エネルギー部門長
　　兼 同部門 エネルギー変換デバイス部材本部長

（三菱化学 執行役員 電池本部長）
荒木　良剛
（あらき　よしたか）

▽ 新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部長
　　兼 同本部 電解液事業部長

（三菱化学 理事 電池本部 電池企画室長）
北田　裕二
（きただ　ゆうじ）

▽ 新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部
　　負極材事業部長

（三菱化学 電池本部 電池機材事業部 グループマネジャー）
増田　剛
（ますだ　たけし）

▽ 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

（三菱化学 情報電子本部 ＬＥＤマテリアルズ事業部長）
金沢　大輔
（かなざわ　だいすけ）

▽ 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マネジャー

（三菱化学 情報電子本部 診断機器部材事業推進室長）
岡川　広明
（おかがわ　ひろあき）

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

（三菱化学 情報電子本部 ＯＰＶ事業推進室長）
井上　智徳
（いのうえ　とものり）

▽ 新エネルギー部門 新エネルギー戦略企画部長 （三菱化学 石化基盤本部 ユーティリティー部長）
赤澤　誠司
（あかざわ　せいじ）

▽ 経営企画部長 （三菱レイヨン 執行役員 経営企画室長）
小野　貴弘
（おの　たかひろ）

▽ マーケティング部長 （三菱樹脂 理事 総合研究所長）
三木　崇利
（みき　たかとし）

▽ 情報システム部長 （三菱レイヨン 情報システム企画室長）
石井　裕二
（いしい　ゆうじ）

▽ 研究開発企画部長 （三菱レイヨン 研究開発統括部長）
井関　隆幸
（いせき　たかゆき）
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▽ 研究開発戦略部長 （三菱樹脂 理事 ｛所管 商品開発基盤部門｝）
佐藤　嘉記
（さとう　よしのり）

▽ 研究開発管理部長 （三菱化学 経営戦略部門 ＲＤ戦略室 グループマネジャー）
横澤　浩樹
（よこざわ　ひろき）

▽ 知的財産部長 （三菱化学 理事 経営戦略部門 知的財産部長）
正木 泰子
（まさき　やすこ）

▽ 技術部長
（三菱樹脂 執行役員
　｛副所管 モノ造り改革部門 生産・設備技術部｝）

岩本　泰広
（いわもと　やすひろ）

▽ 生産技術部長
（三菱レイヨン 取締役
　常務執行役員 生産技術・製造拠点担当役員）

牧野　英顯
（まきの　ひであき）

▽ 生産技術部 副部長 （三菱樹脂 理事 生産・設備技術部長）
谷垣　圭三
（たにがき　けいぞう）

▽ 環境安全部長　兼 品質保証部長 （三菱化学 理事 環境安全・品質保証部長）
高澤　彰裕
（たかざわ　あきひろ）

▽ 環境安全部 副部長 （三菱樹脂 理事 環境安全部長）
山田　良夫
（やまだ　よしお）

▽ 環境安全部 副部長 （三菱レイヨン 安全・環境・品質管理部長）
久保　伸司
（くぼ　しんじ）

▽ 設備技術部長 （三菱レイヨン 生産技術統括部長）
高島　正巳
（たかしま　まさみ）

▽ 化学品管理部長 （三菱化学 化学品管理室長）
内田　康一
（うちだ　やすかず）

▽ 輸出管理部長 （三菱レイヨン 経営企画室 グループリーダー）
遠藤　友伸
（えんどう　とものぶ）

▽ 購買部長 兼 物流部長 （三菱化学 購買部長）
長野　洋三
（ながの　ようぞう）

▽ 経営管理部長 （三菱レイヨン 執行役員 経理部長）
片山　義敬
（かたやま　よしたか）

▽ 経理部長 （三菱化学 理事 経理部 グループマネジャー）
小久保　弘之
（こくぼ　ひろゆき）
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▽ 総務部長 （三菱化学 執行役員 人事部長）
片山　博史
（かたやま　ひろし）

▽ 広報部長 三菱ケミカルホールディングス 理事  広報・ＩＲ室長
髙阪　肇
（たかさか　はじめ）

▽ 人事部長 （三菱化学 理事 人事部 グループマネジャー）
金丸　光一郎
（かねまる　こういちろう）

▽ 労制部長 （三菱樹脂 長浜工場 総務部長）
柴田　充彦
（しばた　みつひこ）

▽ 人材・組織開発部長 （三菱レイヨン ダイバーシティ推進部長）
高橋　晴子
（たかはし　はるこ）

▽ 内部統制推進部長 （三菱樹脂 理事 経営監査部長）
高橋　雅也
（たかはし　まさや）

▽ 監査部長 （三菱レイヨン 監査室長）
伊藤　毅
（いとう　つよし）

共通機能部門所管

氏名 所管

岡田　幹士
（おかだ　かんじ）

経営企画部、マーケティング部、情報システム部

村山　英樹
（むらやま　ひでき）

研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、知的財産部

植田　章夫
（うえだ　あきお）

（副）岩本　泰広
　　　（いわもと　やすひろ）

（副）牧野　英顯
　　　（まきの　ひであき）

長田　雅宏
（おさだ　まさひろ）

経営管理部、経理部

二又　一幸
（ふたまた　かずゆき）

総務部、広報部、人事部、労制部、人材・組織開発部、内部統制推進部

現在の役職(本務のみ記載)

技術部、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

（三菱樹脂 執行役員
　｛副所管 モノ造り改革部門 生産・設備技術部｝）

（三菱レイヨン 取締役
　常務執行役員　生産技術・製造拠点担当役員）

（三菱ケミカルホールディングス 執行役員 人事室長）
　※2017年4月1日以降　継続予定

（三菱化学 執行役員 経理部長）

（三菱化学 代表取締役 常務執行役員　技術部長）

（三菱化学 執行役員 経営戦略部門 R&D戦略室長）

（三菱樹脂 取締役 執行役員 経営企画部長）
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