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本件に関するお問合せ先：コーポレートコミュニケーション室 （03-6748-7140） 



I. グループ組織体制 

 

1. 当社は、2021年 12月 1日に公表した新経営方針「Forging the future 未来を拓く」において、2022年 4月 1日以降の組織体制についてお知らせしました。詳細は、

同日付プレスリリースの「4．戦略遂行のためのスリムな組織」及び 2022年 1月 7日付プレスリリース「三菱ケミカルホールディングスグループ 人事異動について」を

ご参照下さい。 

 

2. 今般、上記の組織体制のうち、執行役人事（デジタル所管、監査所管）並びにコーポレート機能（サプライチェーンを除く）及びそれに係る人事について決定しましたの

で、お知らせします（次ページ以下）。 

 

3. ビジネスユニット（機能商品、ケミカルズ、ヘルスケア）及びコーポレート機能（サプライチェーン）の体制及び人事については、改めてお知らせします。 

 

4. 当社グループは、新たな組織体制によって、既存の法人（持株会社・事業会社）の枠組みに基づく経営を改め（※）、グループ全体を一体的に運営していきます。 

 

(※) 上場会社である日本酸素ホールディングス㈱を除く。 

 

 

  

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/01165.html
https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/news_release/pdf/01192/01370.pdf


II. 三菱ケミカルホールディングスグループ組織図（2022年 4月 1日付） 
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III. 執行役人事（2022年 4月 1日付） 

 

新職 現職 氏名 

▽執行役シニアバイスプレジデント※ 

チーフテクノロジーオフィサー※ 

（当面の間、チーフデジタルオフィサーを兼任） 

執行役常務 

ラリー・マイクスナー 

▽執行役シニアバイスプレジデント 

監査所管 

三菱ケミカル株式会社 常勤監査役 飯田 仁 

（イイダ ジン） 

※2022年 1月 7日公表済み。 

 

  



IV. 三菱ケミカルホールディングスグループ（コーポレート機能）人事（2022年 4月 1日付） 

 

新職 現職 氏名 

▽渉外部長 

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役シニアバイスプレジデント 

渉外所管※ 

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役 

コーポレートコミュニケーション室（広報）、総務室（政策・渉外）分担 
羽深 成樹 

（ハブカ シゲキ） 

▽人事本部長 

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 

チーフヒューマンリソースオフィサー※ 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

企業経営部門 人事室長 

三菱ケミカル㈱ 人材戦略部長 

平岡 朋代 

（ヒラオカ トモヨ） 

▽経営企画部長 三菱ケミカル㈱ 常務執行役員 （イノベーション所管） 垣本 昌久 

（カキモト アキヒサ） 

▽ポートフォリオ改革推進部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 

経営戦略部門 ポートフォリオ改革推進室長 

吉田 勉 

（ヨシダ ツトム） 

▽サステナビリティ推進部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

経営戦略部門 KAITEKI推進室 グループマネジャー 

若林 洋平 

（ワカバヤシ ヨウヘイ） 

▽内部統制推進本部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

企業経営部門 内部統制推進室長 

白石 光 

（シライシ ヒカル） 

▽総務部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス  

企業経営部門 総務室長 

中藤 毅 

（ナカトウ タケシ） 

▽コーポレート・セクレタリー部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

企業経営部門 コーポレート・セクレタリー室長 

重見 英文 

（シゲミ ヒデフミ） 

▽監査企画部長 三菱ケミカルタイランド社 副社長 辻 雅治 

（ツジ マサハル） 

▽プロセス監査本部長兼グループ法人監査部長 

三菱ケミカル㈱ 常勤監査役 

三菱ケミカル㈱ 常勤監査役 宮森 隆雄 

（ミヤモリ タカオ） 

▽グローバルプロセス監査部長 

三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社 社長 

三菱ケミカルホールディングスヨーロッパ社 社長 泉川 洋 

（イズミカワ ヒロシ） 

▽コーポレートファイナンス本部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

経営管理部門 経営管理室長 

武藤 寧 

（ムトウ ヤスシ） 

▽ビジネスファイナンス本部長 三菱ケミカル㈱ 経理本部 事業経理 2部長 汲川 隆佳 

（クミカワ タカヨシ） 

▽コーポレートコミュニケーション本部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

経営戦略部門 コーポレートコミュニケーション室長 

清水 治 

（シミズ オサム） 

▽R&Ｄ変革本部長 三菱ケミカル㈱ 経営企画本部長 葛城 俊哉 

（カツラギ トシヤ） 



▽イノベーション本部長 三菱ケミカル㈱ イノベーション推進本部長 矢部 尚登 

（ヤベ ナオト） 

▽知的財産本部長 三菱ケミカル㈱ 知的財産本部長 阿部 仁 

（アベ ヒトシ） 

▽再生医療開発本部長 

㈱生命科学インスティテュート 代表取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 

経営戦略部門 ヘルスケア戦略室長 

田邉 良輔 

（タナベ リョウスケ） 

▽ベンチャー部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

技術・事業開発部門 ベンチャー室長 

浦木 史子 

（ウラキ フミコ） 

▽イノベーション企画部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 

技術・事業開発部門長付 

中西 章夫 

（ナカニシ アキオ） 

▽インフォメーションシステム＆テクノロジー本部長 三菱ケミカル㈱ 常務執行役員（デジタル＆インフォメーションテクノロジー所管） 加藤 淳 

（カトウ ジュン） 

▽ビジネストランスフォーメーション部長 三菱ケミカルアドバンストマテリアルズ社 ロイ・ヴァン・グリエンスヴェン 

▽データ&先端技術部長 ㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 

技術・事業開発部門 DX室長 

浦本 直彦 

（ウラモト ナオヒコ） 

※2022年 1月 7日公表済み。 

 

・法務本部長の人事については後日公表予定。 

  



V. グループ会社役員等人事（2022年 4月 1日付） 

 

1. 三菱ケミカル㈱ 

新職 現職 氏名 

▽取締役 

 

取締役 常務執行役員 

リソース所管 

中田 るみ子 

（ナカタ ルミコ） 

▽(退任) 

 

常務執行役員 

ベーシックマテリアルズドメイン長 

半田 繁 

（ハンダ シゲル） 

▽三菱ケミカルホールディングスグループ 

オペレーション（日本）本部長 

常務執行役員 

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン長 

江口 幸治 

（エグチ コウジ） 

▽三菱ケミカルホールディングスグループ 

フィルムズ＆モールディングマテリアルズ/アドバンストソリューションズ ビジ

ネスグループ 戦略企画本部長 

常務執行役員 

フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン長 

関 基弘 

（セキ モトヒロ） 

▽（退任） 常務執行役員 

経営戦略所管 

白上 博能 

（シラカミ ヒロヨシ） 

▽三菱ケミカルホールディングスグループ 

経営企画部長 

常務執行役員 

イノベーション所管 

垣本 昌久 

（カキモト アキヒサ） 

▽三菱ケミカルホールディングスグループ 

インフォメーションシステム＆テクノロジー本部長 

常務執行役員 

デジタル＆インフォメーションテクノロジー所管 

加藤 淳 

（カトウ ジュン） 

▽常勤監査役 

三菱ケミカルホールディングスグループ 

プロセス監査本部長兼グループ法人監査部長 

常勤監査役 宮森 隆雄 

（ミヤモリ タカオ） 

▽㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役シニアバイスプレジデント 

監査所管 

常勤監査役 飯田 仁 

（イイダ ジン） 

▽㈱三菱ケミカルホールディングス 

監査委員会事務局長 

常勤監査役 中澤 辰生 

（ナカザワ タツオ） 

 

2. 田辺三菱製薬㈱ 

新職 現職 氏名 

▽（退任） 

 

代表取締役 常務執行役員 

（担当）経営管理部、コミュニケーションクロスローズ部、総務部、総括製造販売責

任者室 

田原 永三 

（タバル エイゾウ） 

▽（退任） 常務執行役員 

（担当）製品戦略部、ラジカヴァ室、ニューロダーム室、経営戦略部、ビジネスディ

ベロップメント部、人事部、知的財産部、東京本社 

田中 栄治 

（タナカ エイジ） 



 

3. ㈱生命科学インスティテュート 

新職 現職 氏名 

▽代表取締役 

三菱ケミカルホールディングスグループ 

再生医療開発本部長  

取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 

経営戦略部門 ヘルスケア戦略室長 

田邉 良輔 

（タナベ リョウスケ） 

▽（退任） 取締役 常務執行役員 

CTO（Chief Technology Officer） 

中森 省吾 

（ナカモリ ショウゴ） 

▽（退任） 取締役 常務執行役員 

CSO（Chief Sustainability Officer） 

髙橋 孝一郎 

（タカハシ コウイチロウ） 

 

 

 

  



VI. 執行役（2022年 4月 1日付） 

 

代表執行役社長 ジョンマーク・ギルソン 

代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

チーフサプライチェーンオフィサー 
福田 信夫 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

最高財務責任者 

ファイナンス・コミュニケーション・IR・渉外所管 

中平 優子 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

コンプライアンス推進統括執行役 

ゼネラルカウンシル 

法務・内部統制・総務・人事所管 

藤原 謙 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

フィルムズ&モールディングマテリアルズ／アドバンストソリューションズ所管 
瀧本 丈平 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ポリマーズ&コンパウンズ／MMA所管 
佐々木 等 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

石化／炭素所管 
池川 喜洋 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ファーマ所管 
上野 裕明 

執行役シニアバイスプレジデント 

チーフテクノロジーオフィサー（当面の間、チーフデジタルオフィサーを兼任） 
ラリー・マイクスナー 

執行役シニアバイスプレジデント 

監査所管 
飯田 仁 

執行役シニアバイスプレジデント 

渉外所管 
羽深 成樹 

 

 


