
2016年11月7日

株式会社三菱ケミカルホールディングス

Ⅰ．組織 （2017年4月1日付）

Ⅱ．人事異動 （2017年4月1日付）

Ⅲ．地域統括会社設立及び社長人事

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

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

※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。
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※今回新たに発表する組織　（その他組織は、2016年10月3日付「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」にてお知らせのとおり）

Ⅰ．組織（2017年4月1日付）

・三菱ケミカルアジアパシフィック社　　※
・三菱化学（中国）管理有限公司　※

全社組織図
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ユーティリティ事業部
マーケティング部
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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　※

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　※

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　※

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

ＡＮ事業部 四日市研究所　※

豊橋研究所　※
機能樹脂事業部

ＭＭＡ・Ｅｕｒｏｐｅ＆ＵＳ本部 Ｅｕｒｏｐｅ事業部 知的財産部

吉富事業所　※
グローバル事業室

鶴見事業所　※

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 上田事業所　※

ＵＳ事業部
技術部

MMA企画部
企画室　※

長浜事業所　※
高機能ポリマー企画部 企画室　※

四日市事業所　※

技術室　※ 富山事業所　※

ポリエステル事業部 大竹事業所　※

黒崎事業所　※
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

機能材料本部 エポキシ事業部 筑波事業所　※

坂出事業所　※
ファインケミカルズ事業部

鹿島事業所　※

平塚事業所　※高機能化学部門 機能化学品本部 機能化学品事業部
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　※

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
環境安全部

無機化学品事業部
浅井事業所　※

メタブレン事業部 山東事業所　※

食品機能材本部 乳化剤事業部

ポリエステル加工フィルム事業部
品質保証部

ディスプレイフィルム事業部

設備技術部ポリエステルフィルム開発センター（山東）

高機能化学企画部 生産技術部

半導体マテリアルズ事業部 輸出管理部

アセチル本部 ＰＭＩ推進部　※
購買部

設備統括室　※
情報電子本部 ディスプレイマテリアルズ事業部

化学品管理部
イメージングマテリアルズ事業部

経営管理部

工業フィルム本部 産業・メディカルフィルム事業部
経理部

情電・ディスプレイ企画部 企画室　※
物流部

技術室　※

人事部

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
労制部

アクリルフィルム部

総務部
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　※ 広報部

開発室　※

監査部

環境・生活ソリューション企画部

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 ・三菱ケミカルアメリカ社　　※

イオン交換樹脂事業部

人材・組織開発部
分離・アクアケミカル事業部

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 内部統制推進部

インフラ資材事業室

リージョナルヘッドクオーター組織　（設立予定）

機能成形複合材本部 アルポリック複合材事業部

・三菱ケミカルヨーロッパ社　　※
繊維本部 フィルター・トウ事業部

繊維素材事業部

高エネルギー光変換部材プロジェクト

ＯＰＶプロジェクト

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

高機能フィルム部門 包装フィルム本部

新エネルギー戦略企画部

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

高機能成形材料企画部

食品包装事業部
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Ⅱ. 人事異動　（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 基礎化学品本部長
　　兼 同本部 石化営業統括部長

（エムシーシーピーティーエーアジアパシフィック社 取締役社長）
筑本　学
（チクモト　マナブ）

▽ 石化部門 基礎化学品本部 Ｃ３ケミカル事業部長
（マテリアルズケミカルズアンドパフォーマンスインターメディアリーズ社＊
　取締役社長）

野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）

▽ 石化部門 石化企画部長
　　兼 同部 技術室長

（三菱化学 執行役員 経営戦略部門 経営企画室長）
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽ 石化部門 石化企画部 企画室長 （寧波三菱化学有限公司 総経理）
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽ 高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部長
　　兼 同部 企画室長

（ＭＣＰＰフランス社 取締役社長）
市川　直樹
（イチカワ　ナオキ）

▽ 高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部 技術室長 （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）
高野　純志
（タカノ　ジュンジ）

▽ 高機能化学部門 機能材料本部 無機化学品事業部長 （日本化成社 経営企画部長）
大原　滋幸
（オオハラ　シゲユキ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 アセチル本部長 日本合成化学工業社 常務執行役員 営業本部長
佐藤　昌宏
（サトウ　マサヒロ）

▽ 情電・ディスプレイ部門 アセチル本部 ＰＭＩ推進部長 （日本合成化学工業社 営業本部 機能材料部長）
宮堂　幾太
（ミヤドウ　イクタ）

▽ 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 （三菱樹脂 ポリエステルフィルム工業材料事業部 グループマネジャー）
馬渕　克彦
（マブチ　カツヒコ）

▽ 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 （三菱化学 情報電子本部 情報電子企画室 グループマネジャー）
岡本　英明
（オカモト　ヒデアキ）

▽ 高機能フィルム部門 高機能フィルム企画部 管理室長 （三菱樹脂 高機能フィルム事業企画部長）
広瀬　正典
（ヒロセ　マサノリ）

▽ 高機能フィルム部門 高機能フィルム企画部 開発室長 （三菱樹脂 長浜工場 SPF製造部長）
佐々木 秀樹
（ササキ　ヒデキ）

＊旧エムシーシーピーティーエーインディア社。
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新職 旧職（本務のみ記載） 継続職(本務のみ記載) 氏名

▽ 大阪支社長 （三菱化学 大阪支社長）
野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

▽ 中部支社長 （三菱化学 中部支社長）
横尾　憲二
（ヨコオ　ケンジ）

▽ 九州支社長 （三菱樹脂インフラテック社 東北支店長）
渡辺　克行
（ワタナベ　カツユキ）

▽ 北海道支社長 （三菱樹脂 理事 北海道支社長）
石川　裕子
（イシカワ　ユウコ）

▽ 横浜研究所長 （三菱化学科学技術研究センター社 取締役社長）
森田　真
（モリタ　マコト）

▽ 大竹研究所長 （三菱レイヨン 執行役員 大竹研究所長）
佐藤　晴基
（サトウ　ハルキ）

▽ 黒崎研究所長 （三菱化学 黒崎事業所 開発研究所長）
山本　正規
（ヤマモト　マサノリ）

▽ 長浜研究所長 （三菱樹脂 総合研究所長）
山田　紳月
（ヤマダ　シンゲツ）

▽ 四日市研究所長 （三菱化学科学技術研究センター社 取締役 企画調整部長）
髙井　正樹
（タカイ　マサキ）

▽ 豊橋研究所長 （三菱レイヨン 豊橋研究所長）
堀田　一彦
（ホッタ　カズヒコ）

▽ 技術部 企画室長 （三菱化学 技術部 グループマネジャー）
仰木　啓訓
（オオギ　ヒロノリ）

▽ 技術部 吉富事業所長 （三菱化学 機能化学本部 ファインケミカル事業部 吉富工場長）
江村　洋
（エムラ　ヒロシ）

▽ 技術部 鶴見事業所長
　　兼 鶴見研究所長

（三菱レイヨン 横浜事業所長）
泉　仁子
（イズミ　ジンコ）

▽ 技術部 上田事業所長 （三菱樹脂 参与 上田工場長）
小澤　清
（オザワ　キヨシ）

▽ 大竹事業所長 （三菱レイヨン 執行役員 大竹事業所長）
谷口　芳行
（タニグチ　ヨシユキ）

▽ 黒崎事業所長 （三菱化学 執行役員 黒崎事業所長）
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）
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新職 旧職（本務のみ記載） 継続職(本務のみ記載) 氏名

▽ 長浜事業所長 （三菱樹脂 執行役員 長浜工場長）
長崎　祐一
（ナガサキ　ユウイチ）

▽ 四日市事業所長 （三菱化学 執行役員 四日市事業所長）
上南　善生
（ウエミナミ　ヨシオ）

▽ 富山事業所長 （三菱レイヨン 執行役員 富山事業所長）
重光　英之
（シゲミツ　ヒデユキ）

▽ 平塚事業所長 （三菱樹脂 理事 平塚工場長）
堀内　哲雄
（ホリウチ　テツオ）

▽ 豊橋事業所長 （三菱レイヨン 執行役員 豊橋事業所長）
宮森　隆雄
（ミヤモリ　タカオ）

▽ 水島事業所長 （三菱化学 執行役員 水島事業所長）
羽尾　務
（ハオ　ツトム）

▽ 筑波事業所長 （三菱化学 理事 技術部 筑波事業所長）
上山　完爾
（ウエヤマ　カンジ）

▽ 坂出事業所長 （三菱化学 執行役員 坂出事業所長）
赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

▽ 鹿島事業所長 （三菱化学 常務執行役員 鹿島事業所長）
大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

▽ 浅井事業所長 （三菱樹脂 浅井工場長）
岡田　稔
（オカダ　ミノル）

▽ 山東事業所長 （三菱樹脂 理事 山東工場長）
吉澤　直彦
（ヨシザワ　ナオヒコ）
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Ⅲ. 地域統括会社設立及び社長人事　

①地域統括会社の設立

　三菱ケミカル株式会社は、米国、欧州、中国、アジア・パシフィック地域における
　マーケティング活動、環境安全並びに現地の事情に精通した人材の採用・育成を行うことを
　目的とした地域統括会社を設立します。　（社名は「Ⅰ．組織」のとおり）

＊設立予定年月日
　米国、欧州、アジア・パシフィック：2017年4月1日
　中国　　　　　　　　　　　　　　：決定次第、お知らせいたします。

②社長人事（2017年4月1日付）

新職 旧職（本務のみ記載） 継続職(本務のみ記載) 氏名

▽ 三菱ケミカルアメリカ社 社長 三菱ポリエステルフィルムアメリカ社 会長 デニス・トライス

▽ 三菱ケミカルヨーロッパ社 社長 三菱ポリエステルフィルムヨーロッパ社 社長 アンスガー・ポール

※新職の役位は未定です。
※三菱化学（中国）管理有限公司及び三菱ケミカルアジアパシフィック社の社長人事は、決定次第、お知らせいたします。
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