
2022年 4月 27日 

 

 

三菱ケミカルホールディングスグループ 組織及び人事異動について 

 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 

 

I. グループ組織体制 

II. 組織図 

III. 三菱ケミカルホールディングスグループ人事 

 

 

 

 

                                                                                   本件に関するお問合せ先： 

三菱ケミカルホールディングスグループ 

コーポレートコミュニケーション本部 （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。  

 

2. 今般、2022 年 4 月 1 日付のコーポレート機能（サプライチェーンを除く）人事（2022 年 2 月 24 日付プレスリリース）に引き続き、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決定しましたので、お知らせします（次ページ以下）。  

 

3. 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 

 

4.   三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱及び㈱生命科学インスティテュートは、2022年 4 月 1日以降、社長及び執行役員を置かず、代表取締役が各法人を代表して業務執行

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/01165.html
https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/news_release/pdf/01211/01401.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 7月 1日付） 



Ⅲ. 三菱ケミカルホールディングスグループ人事（2022年 7月 1日付） 

新職 現職 氏名 

▽オペレーション（Americas）本部長 三菱ケミカルアメリカ社 マイケル・ボルテン 

▽オペレーション（China）本部長 三菱ケミカル（中国） 管理社 董事長総経理 

三菱化学控股管理（北京）社 董事長総経理 

野間元 雅也 

（ノマモト マサヤ） 

▽技術統括本部長 三菱ケミカル㈱ 

技術統括本部長 

辻川 昌徳 

（ツジカワ マサノリ） 

▽サプライチェーン企画本部長 三菱ケミカル㈱  

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン ポリマーズ＆コンパウンズ企画本部長  

サプライチェーン企画本部長 

柏 啓太 

（カシワ ケイタ） 

▽グリーントランスフォーメーション推進本部長 三菱ケミカル㈱ 

グリーントランスフォーメーション推進本部長 

馬渡 謙一郎 

（マワタリ ケンイチロウ） 

▽環境安全本部長 三菱ケミカル㈱ 

環境安全本部長 

吉住 正浩 

（ヨシズミ マサヒロ） 

▽プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部長 三菱ケミカル㈱ 

プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部長 

清川 敦郎 

（キヨカワ アツオ） 

▽購買・物流本部長 三菱ケミカル㈱ 

購買・物流本部長 

横田 晶彦 

（ヨコタ アキヒコ） 

▽石化／炭素 ビジネスグループ 事業本部長 三菱ケミカル㈱ 

ベーシックマテリアルズドメイン カーボンケミカルズディビジョン長 

ベーシックマテリアルズドメイン プロジェクト室長 

筑本 学 

（チクモト マナブ） 

▽石化／炭素 ビジネスグループ 戦略企画本部長 三菱ケミカル㈱ 

ベーシックマテリアルズドメイン ベーシックマテリアルズ企画本部長 

三田 紀之 

（ミタ ノリユキ） 

▽石化／炭素 ビジネスグループ 技術統括本部長 三菱ケミカル㈱ 

ベーシックマテリアルズドメイン プロジェクト室 

荒川 義貴 

(アラカワ ヨシタカ) 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ インフォメーション＆エレクトロニク

ス本部長 

三菱ケミカル㈱ 

アドバンストソリューションズドメイン インフォメーション・エレクトロニクスディ

ビジョン長 

下平 靖雄 

（シモダイラ ヤスオ） 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ アメニティライフ本部長 三菱ケミカル㈱ 

アドバンストソリューションズドメイン アドバンストソリューションズ企画本部長 

楠本 匡 

（クスモト タダシ） 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ フィルムズ本部長 三菱ケミカル㈱ 

フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン フィルムズディビジョン長 

江川 洋介 

（エガワ ヨウスケ） 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ アドバンストマテリアルズ本部長 三菱ケミカル㈱ 

フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン長付 

松尾 弘樹 

（マツオ ヒロキ） 



▽アドバンストソリューションズビジネスグループ パフォーマンスポリマーズ本部長 三菱ケミカル㈱ 

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン ポリマーズディビジョン パフォーマンスポ

リマーズセクター長 

ルエル・フランク 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ Americas 本部長 三菱ケミカルアメリカ社 社長兼 CEO ランディ・クィーン 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ EMEA 本部長 三菱ケミカルヨーロッパ社 ラルフ・ヴィンゼンツ・メイエル 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ China本部長 三菱ケミカル㈱ 

アドバンストソリューションズドメイン インフォメーション・エレクトロニクスディ

ビジョン エレクトロニクスセクター フォスファーユニット長 

中道 学 

（ナカミチ マナブ） 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ APAC本部長 三菱ケミカルタイランド社 取締役社長 伊藤 能彦 

（イトウ ヨシヒコ） 

▽アドバンストソリューションズビジネスグループ 日本本部長 三菱ケミカルインフラテック㈱ 取締役副社長 西谷 悌二郎 

（ニシタニ テイジロウ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ ポリマーズ本部長 三菱ケミカル㈱ 

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン ポリマーズディビジョン長 

倉沢 義博 

（クラサワ ヨシヒロ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ コーティング＆アディティブス

本部長 

三菱ケミカル㈱ 

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン コーティング・アディティブスディビジョン長 

西村 友宏 

（ニシムラ トモヒロ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ 戦略企画本部長 三菱ケミカルメタクリレーツ㈱ 鈴木 哲史 

（スズキ テツジ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ MMA グローバルテクノロジー

本部長 

三菱ケミカル UK社 ニック・コーディングリー 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ MMA グローバルサプライチェ

ーンマネジメント本部長 

三菱ケミカルメタクリレーツ㈱ 三上 裕司 

（ミカミ ユウジ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ PMMA本部長 三菱ケミカルメタクリレーツシンガポール社 

 

西村 誠司 

（ニシムラ セイジ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ P&C_MMA APAC本部長 三菱ケミカルメタクリレーツシンガポール社 

 

香春 光千夫 

（カハル ミチオ） 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ P&C_MMA EMEA本部長 三菱ケミカル UK社 マルコム・キッド 

▽ポリマーズ&コンパウンズ／MMA ビジネスグループ P&C_MMA Americas本部長 三菱ケミカルアメリカ社 

 

ティモシー・メイ 

▽ファーマビジネスグループ 戦略本部長 田辺三菱製薬㈱ 

（担当）経営戦略部、製品戦略部、ビジネスディベロップメント部、デジタルトラ

ンスフォーメーション部、知的財産部、ワクチン室、総責室 

小林 義広 

（コバヤシ ヨシヒロ） 

▽ファーマビジネスグループ 創薬本部長 田辺三菱製薬㈱ 

創薬本部長 

縄野 雅夫 

（ナワノ マサオ） 



▽ファーマビジネスグループ 育薬本部長 田辺三菱製薬㈱ 

育薬本部長 

（担当）グローバルＲＡ部、ラジカヴァ室、ニューロダーム室 

九鬼 秀紀 

（クキ ヒデキ） 

▽ファーマビジネスグループ 営業本部長 田辺三菱製薬㈱ 

営業本部長 

吉永 克則 

（ヨシナガ カツノリ） 

▽ファーマビジネスグループ 営業推進統括本部長 田辺三菱製薬㈱ 

営業本部九州支店長 

倉垣 康隆 

（クラガキ ヤスタカ） 

▽ファーマビジネスグループ サプライチェーン本部長 田辺三菱製薬㈱ 

サプライチェーン本部長 

川島 一剛 

（カワシマ カズタカ） 

▽ファーマビジネスグループ ＱＶ本部長 田辺三菱製薬㈱ 

ＱＶ本部長 

河野 雅信 

（コウノ マサノブ） 

▽ファーマビジネスグループ 米国欧州事業担当 本部長 田辺三菱製薬㈱ 

（担当）米国・欧州事業 

川上 泰利 

（カワカミ ヤストシ） 

▽ファーマビジネスグループ アジア事業担当 本部長 田辺三菱製薬㈱ 

（担当）アジア事業 
ヤン・ズー 

 

 


