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株式会社三菱ケミカルホールディングス

Ⅰ．三菱ケミカルホールディングス　役員関係人事 （2017年4月1日付）

Ⅱ．三菱ケミカルホールディングス　役員体制・執行役分担 （2017年4月1日付）

Ⅲ．三菱ケミカル　組織 （2017年4月1日付）

Ⅳ．三菱ケミカル　役員関係人事 （2017年4月1日付）

Ⅴ．三菱ケミカル　役員体制 （2017年4月1日付）

Ⅵ．三菱ケミカル　人事異動 （2017年4月1日付）

Ⅶ．三菱ケミカル　グループ会社社長等人事

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

三菱ケミカルホールディングス・三菱ケミカル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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Ⅰ. 三菱ケミカルホールディングス　役員関係人事　（2017年4月1日付）

＊一部、既に発表した内容を含みます。

１．取締役
（１）取締役の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （三菱化学株式会社 取締役会長） 取締役会長
小林　喜光
（コバヤシ　ヨシミツ）

▽ （執行役退任） （執行役常務） 取締役 グレン・フレデリクソン

▽ 三菱ケミカル株式会社 監査役
（三菱化学株式会社 監査役
  三菱レイヨン株式会社 監査役
  株式会社生命科学インスティテュート 監査役）

取締役
梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）

▽ 株式会社生命科学インスティテュート 監査役 （三菱樹脂株式会社 監査役） 取締役
浦田　尚男
（ウラタ　ヒサオ）

▽ （三菱化学株式会社 監査役） 取締役
伊藤　大義
（イトウ　タイギ）

▽ （三菱樹脂株式会社 監査役） 取締役
渡邉　一弘
（ワタナベ　カズヒロ）

（２）取締役の退任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （取締役退任）
　　三菱ケミカル株式会社 相談役

（取締役副会長
  三菱化学株式会社 代表取締役社長
  株式会社地球快適化インスティテュート 取締役）

石塚　博昭
（イシヅカ　ヒロアキ）

▽ （取締役退任）
　　三菱ケミカル株式会社 相談役

（取締役副会長
  三菱樹脂株式会社 代表取締役社長
  株式会社地球快適化インスティテュート 取締役）

姥貝　卓美
（ウバガイ　タクミ）
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２．執行役

（１）執行役の就任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 執行役常務 先端技術・事業開発室長 ラリー・マイクスナー　※１

（２）執行役の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 代表執行役副社長 （代表執行役専務）
コンプライアンス推進統括執行役
株式会社生命科学インスティテュート 取締役

大平　教義
（オオヒラ　ノリヨシ）

▽ 代表執行役副社長
（代表執行役専務
  三菱樹脂株式会社 取締役
  三菱レイヨン株式会社 取締役）

最高財務責任者
小酒井　健吉
（コサカイ　ケンキチ）

▽ 執行役専務 経営戦略部門長
　　中国総代表

（執行役常務）
吉村　修七
（ヨシムラ　シュウシチ）

（３）執行役の退任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （執行役退任）
　　顧問

（執行役専務） 大陽日酸株式会社 取締役
唐津　正典
（カラツ　マサノリ）

▽ （執行役退任）
　　三菱ケミカル株式会社 取締役 専務執行役員 高機能成形材料部門長

（執行役常務
  三菱樹脂株式会社 取締役 クオドラント室所管）

スティーブ・ユーリック

※１　2017年4月1日入社予定
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３．執行役員

（１）執行役員の就任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 執行役員 法務室長付
　　三菱ケミカル株式会社 執行役員 法務部長付

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 総務部副担当役員）
坂口　正範
（サカグチ　マサノリ）

▽ 執行役員 先端技術・事業開発室 （社長付）
岩野　和生　※２
（イワノ　カズオ）

▽ 執行役員
　　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アメリカ社 社長 ドナ・コスタ

（２）執行役員の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 法務室長
　　三菱ケミカル株式会社 執行役員 法務部長

（総務室長） 執行役員
藤原　謙
（フジワラ　ケン）

（３）執行役員の退任

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカル株式会社 取締役 常務執行役員
　　コンプライアンス推進統括執行役員
　　総務部、法務部、広報部、人事部、労制部、人材・組織開発部、
　　内部統制推進部所管役員

（執行役員 人事室長
  三菱レイヨン株式会社 執行役員 コンプライアンス推進担当役員
  内部統制推進部、情報システム企画室 各担当役員
  三菱レイヨンアメリカ社、エムアールシー香港社、三菱麗陽（上海）管理有限公司、
  三菱レイヨン・ヨーロッパ社 各担当役員
  人事部、ダイバーシティ推進部 各副担当役員）

二又　一幸
（フタマタ　カズユキ）

▽ （執行役員退任）
　　三菱ケミカル株式会社 常務執行役員
　　研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、
　　各研究所、知的財産部所管役員

（執行役員 R&D戦略室長
  三菱化学株式会社 執行役員 経営戦略部門 RD戦略室長）

村山　英樹
（ムラヤマ　ヒデキ）

▽ （執行役員退任）
　　日本合成化学工業株式会社 顧問（※３）

（執行役員 中国総代表
  三菱化学控股管理（北京）管理有限公司 董事長総経理）

瀬川　拓
（セガワ　タク）

※３　2017年6月22日開催予定の同社株主総会の承認を得て、同社監査役に就任予定

※２　2017年1月1日付入社済
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４．連結子会社役員

（１）異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 三菱化学控股管理（北京）管理有限公司 総経理 （三菱化学控股管理（北京）管理有限公司 副総経理）
西川　和彦
（ニシカワ　カズヒコ）

（２）退任

新職 旧職 継続職 氏名

▽（三菱化学株式会社 監査役退任）※４ （三菱化学株式会社 監査役） 田辺三菱製薬株式会社 監査役
西田　孝
（ニシダ　タカシ）

▽（三菱樹脂株式会社 監査役退任）※４ （三菱樹脂株式会社 監査役）
林　大嗣
（ハヤシ　ヒロツグ）

※４　2017年3月31日付
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Ⅱ．三菱ケミカルホールディングス　役員体制、各執行役の分担　（2017年4月1日付）

取締役 執行役

執行役員

各執行役の分担

　

　　　　　　変更箇所

執行役員

役位 氏名

藤原　謙

池川　喜洋

執行役員 坂口　正範

執行役員 吉里　彰二

執行役員 岩野　和生

伊達　英文

ラリー・マイクスナー
執行役常務

先端技術・事業開発室、情報システム室

役位 氏名 役位 氏名

執行役員 松本　健

ドナ・コスタ

執行役員

大平　教義
代表執行役副社長
コンプライアンス推進統括執行役

政策・渉外室、広報・IR室（広報）、
法務室、総務・人事室、内部統制推進室

小酒井　健吉
代表執行役副社長
最高財務責任者

経営管理室、広報・IR室（IR）

吉村　修七
執行役専務

経営戦略部門

執行役 分担

取締役 國井　秀子

取締役 橋本　孝之

執行役員取締役 渡邉　一弘

執行役員

取締役 浦田　尚男

取締役 橘川　武郎

取締役 伊藤　大義

取締役 グレン・フレデリクソン 執行役常務 ラリー・マイクスナー

取締役 梅葉　芳弘

取締役 三津家　正之 代表執行役副社長 小酒井　健吉

取締役 市原　裕史郎 執行役専務 吉村　修七

取締役会長 小林　喜光 代表執行役社長 越智　仁

取締役 越智　仁 代表執行役副社長 大平　教義
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・法務機能を所管する部署として、「法務部」を新設する。
　　（その他組織は、2016年11月7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）

石化基盤本部 石化原料事業部 経営企画部

株
主
総
会

取
締
役
会

社
長

ユーティリティー事業部
マーケティング部

九州支社  
Ｃ３ケミカル事業部

石化部門

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  

技術部
MMA企画部

企画室  
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

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

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  

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  

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  

食品機能材本部 乳化剤事業部

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  

生産技術部

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  

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

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

物流部
技術室  

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

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  法務部　（新設）

高機能フィルム部門 包装フィルム本部 食品包装事業部 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

労制部
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 人材・組織開発部

開発室  
広報部

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
人事部

リージョナルヘッドクオーター組織
繊維本部 フィルター・トウ事業部

・Mitsubishi Chemical America, Inc

繊維素材事業部 ・Mitsubishi Chemical Europe GmbH

インフラ資材事業室
内部統制推進部

環境・生活ソリューション企画部
監査部

高機能エンプラ本部 クオドラント室

所管役員を置く
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

炭素繊維複合材料本部 炭素繊維複合材料事業部 ・Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte Ltd.

コンポジット製品事業部

機能成形複合材本部 アルポリック複合材事業部

・三菱化学（中国）管理有限公司（2017年6月1日営業開始）

高エネルギー光変換部材プロジェクト

ＯＰＶプロジェクト

新エネルギー戦略企画部

Ⅲ．三菱ケミカル　組織（2017年4月1日付）

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

高機能成形材料部門

イオン交換樹脂事業部

アクリルフィルム部

情電・ディスプレイ企画部 企画室  

高機能化学企画部

ポリエステル事業部

ＵＳ事業部

監
査
役

全社組織図
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Ⅳ. 三菱ケミカル　役員関係人事　（2017年4月1日付）

＊一部、既に発表した内容を含みます。

（１）取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 代表取締役 専務執行役員
　　技術部、各事業所、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、物流部所管役員

（三菱化学株式会社 代表取締役 常務執行役員
  技術部、設備技術部、環境安全・品質保証部、化学品管理室分担
  技術部長）

植田　章夫
（ウエダ　アキオ）

▽ 取締役 専務執行役員
　　石化部門長 兼 同部門 ポリオレフィン本部長

（三菱化学株式会社 取締役 常務執行役員
  化学品本部、ポリマー本部分担
  石化基盤本部長 兼 石化企画本部長）

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

▽ 取締役 専務執行役員
　　高機能成形材料部門長

（株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役常務
  三菱樹脂株式会社 取締役 クオドラント室所管）

スティーブ・ユーリック

▽ 取締役 常務執行役員
　　コンプライアンス推進統括執行役員
　　総務部、法務部、広報部、人事部、労制部、人材・組織開発部、
　　内部統制推進部所管役員

（株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 人事室長
  三菱レイヨン株式会社 執行役員 コンプライアンス推進担当役員
  内部統制推進部、情報システム企画室 各担当役員
  三菱レイヨンアメリカ社、エムアールシー香港社、三菱麗陽（上海）管理有限公司、
  三菱レイヨン・ヨーロッパ社 各担当役員
  人事部、ダイバーシティ推進部 各副担当役員）

二又　一幸
（フタマタ　カズユキ）

（２）執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 常務執行役員
　　炭素部門長

（三菱化学株式会社 執行役員
  大阪支社、中部支社、九州支社、北海道支店、購買部、業務革新室分担
  炭素本部長 兼 マーケティング室長）

西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

▽ 常務執行役員
　　MMA部門長

（三菱レイヨン株式会社 取締役 常務執行役員
　MMA・ANブロック、購買・物流部 各担当役員）

宮木　敬
（ミヤキ　タカシ）

▽ 常務執行役員
　　高機能ポリマー部門長

（三菱化学株式会社 執行役員 ポリマー本部長）
瀧本　丈平
（タキモト　ジョウヘイ）

▽ 常務執行役員
　　高機能化学部門長

（三菱レイヨン株式会社 取締役 常務執行役員
  機能樹脂・機能化学品ブロック、研究開発統括部、知的財産部、大竹研究所、横浜研究所、
  豊橋研究所 各担当役員）

吉川　雅博
（ヨシカワ　マサヒロ）

▽ 常務執行役員
　　情電・ディスプレイ部門長

（三菱化学株式会社 取締役 常務執行役員 機能化学本部長）
和賀　昌之
（ワガ　マサユキ）

▽ 常務執行役員
　　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

（三菱樹脂株式会社 取締役 執行役員 高機能フィルム関連分野（高機能フィルム）所管）
垣本　昌久
（カキモト　アキヒサ）

▽ 常務執行役員
　　環境・生活ソリューション部門長

（三菱レイヨン株式会社 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
（ササキ　ヒトシ）

▽ 常務執行役員
　　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

（三菱樹脂株式会社 取締役 常務執行役員 高機能成形材・部品関連分野所管）
小林　茂
（コバヤシ　シゲル）
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（２）執行役員の就任（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 常務執行役員
　　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

（三菱レイヨン株式会社 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
（フクイ　ユウイチ）

▽ 常務執行役員
　　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

（三菱化学株式会社 執行役員 電池本部長）
荒木　良剛
（アラキ　ヨシタカ）

▽ 常務執行役員
　　経営企画部、マーケティング部、各支社、情報システム部所管役員

（三菱樹脂株式会社 取締役 執行役員
　経営企画部、グループ経営推進部、情報システム部所管 兼 経営企画部長）

岡田　幹士
（オカダ　カンジ）

▽ 常務執行役員
　　研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、
　　各研究所、知的財産部所管役員

（株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 R&D戦略室長
  三菱化学株式会社 執行役員 経営戦略部門 RD戦略室長）

村山　英樹
（ムラヤマ　ヒデキ）

▽ 常務執行役員
　　技術部、各事業所、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、物流部副所管役員
　　生産技術部長

（三菱レイヨン株式会社 取締役 常務執行役員
  生産技術統括部、動力センター、生産技術研究所、安全・環境・品質管理部 各担当役員
  事業所・八戸製造所 各管掌）

牧野　英顯
（マキノ　ヒデアキ）

▽ 常務執行役員
　　鹿島事業所長

（三菱化学株式会社 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）

▽ 常務執行役員
　　経営管理部、経理部所管役員

（三菱化学株式会社 執行役員 経理部長）
長田　雅宏
（オサダ　マサヒロ）

▽ 執行役員
　　石化部門 石化企画部長 兼 同部門 同部 技術室長

（三菱化学株式会社 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）

▽ 執行役員
　　MMA部門　MMA・Asia本部長 兼 同部門 同本部 化成品事業部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 化成品事業部長）
黒川　聡
（クロカワ　サトシ）

▽ 執行役員
　　MMA部門 MMA・Europe&US本部長 兼 同部門 同本部 Europe事業部長

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 MMA・ANブロック（欧州担当）） フィル・ベイリー

▽ 執行役員
　　MMA部門 MMA企画部長

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 MMA・AN技術統括室長）
加峯　靖弘
（カブ　ヤスヒロ）

▽ 執行役員
　　MMA部門 MMA企画部 副部長

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 研究開発統括部（ルーサイト社担当）） クライブ・メイキン

▽ 執行役員
　　高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長

（三菱化学株式会社 理事 ポリマー本部 機能性樹脂事業部長）
関　基弘
（セキ　モトヒロ）

▽ 執行役員
　　情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長

（三菱樹脂株式会社 取締役 執行役員 高機能フィルム関連分野（ポリエステルフィルム）所管）
伊藤　能彦
（イトウ　ヨシヒコ）

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

（三菱化学株式会社 理事 情報電子本部 イメージング事業部長）
相川　幹治
（アイカワ　カンジ）

▽ 執行役員
　　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 同部門 同本部 アクア・ソリューション事業室長

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 アクア・ソリューションブロック 副担当役員
　アクア・ソリューション事業部長）

島田　勝彦
（シマダ　カツヒコ）
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（２）執行役員の就任（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 執行役員
　　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

（三菱樹脂株式会社 理事 農業資材部長）
米原　稔一
（ヨネハラ　トシカズ）

▽ 執行役員
　　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

（三菱レイヨン株式会社 参与
  三菱レイヨン・クリンスイ株式会社 取締役社長）

池田　宏樹
（イケダ　ヒロキ）

▽ 執行役員
　　高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部長

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 繊維事業部長）
河﨑　隆雄
（カワサキ　タカオ）

▽ 執行役員
　　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

（三菱樹脂株式会社 執行役員 アルポリック事業部長）
木村　武司
（キムラ　タケシ）

▽ 執行役員
　　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

（三菱樹脂株式会社 執行役員 アルミナ繊維・無機製品事業部長）
小林　正英
（コバヤシ　マサヒデ）

▽ 執行役員 経営企画部長 （三菱レイヨン株式会社 執行役員 経営企画室長）
小野　貴弘
（オノ　タカヒロ）

▽ 執行役員 マーケティング部長 （三菱樹脂株式会社 理事 経営企画部長付）
三木　崇利
（ミキ　タカトシ）

▽ 執行役員 横浜研究所長
（三菱化学株式会社 理事
  株式会社三菱化学科学技術研究センター 取締役社長
　株式会社MCHC R&Dシナジーセンター 取締役社長）

森田　真
（モリタ　マコト）

▽ 執行役員 横浜研究所 瀬戸山研究室長 （三菱化学株式会社 執行役員フェロー 経営戦略部門）
瀬戸山　亨
（セトヤマ　トオル）

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

▽ 執行役員
　　技術部、各事業所、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、物流部副所管役員
　　技術部長

（三菱樹脂株式会社 執行役員
  モノ造り改革部門（生産・設備技術部）副所管 兼 技術部長）

岩本　泰広
（イワモト　ヤスヒロ）

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

▽ 執行役員 黒崎事業所長 （三菱化学株式会社 執行役員 黒崎事業所長）
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）

▽ 執行役員 長浜事業所長
（三菱樹脂株式会社 執行役員
  モノ造り改革部門（環境安全部、品質保証部）副所管 兼 長浜工場長 兼 製造所管）

長崎　祐一
（ナガサキ　ユウイチ）

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

▽ 執行役員 富山事業所長　※５ （三菱化学株式会社 執行役員 坂出事業所長）
赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

※５　2016年11月7日発表の内容から変更
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（２）執行役員の就任（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

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

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

▽ 執行役員 生産技術部 副部長　※６ （三菱レイヨン株式会社 執行役員 富山事業所長）
重光　英之
（シゲミツ　ヒデユキ）

▽ 執行役員 経営管理部長 （三菱レイヨン株式会社 執行役員 経理部副担当役員 経理部長）
片山　義敬
（カタヤマ　ヨシタカ）

▽ 執行役員 総務部長 （三菱化学株式会社 執行役員 人事部長 ）
片山　博史
（カタヤマ　ヒロシ）

▽ 執行役員 法務部長
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 法務室長

（株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 総務室長）
株式会社三菱ケミカルホールディングス
執行役員

藤原　謙
（フジワラ　ケン）

▽ 執行役員 法務部長付
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 法務室長付

（三菱レイヨン株式会社 執行役員 総務部副担当役員）
坂口　正範
（サカグチ　マサノリ）

▽ 執行役員
　　三菱ケミカルアメリカ社 社長

（三菱樹脂株式会社 執行役員 グローバルポリエステルフィルム室所管） 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

▽ 執行役員
　　三菱ケミカルヨーロッパ社 社長

（三菱樹脂株式会社 執行役員） 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

▽ 執行役員 （三菱化学株式会社 執行役員） 三菱麗陽（上海）管理有限公司 董事長総経理
白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

※６　2016年11月7日発表の内容から変更
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（３）監査役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 監査役 （三菱化学株式会社 監査役）
森　徹
（モリ　トオル）

▽ 監査役 （三菱化学株式会社 監査役）
田中　良治
（タナカ　リョウジ）

▽ 監査役 （三菱レイヨン株式会社 監査役）
中澤　辰生
（ナカザワ　タツオ）

▽ 監査役
（三菱樹脂株式会社 執行役員 総務部 支社副所管
  兼 総務部長 兼 同部 広報室長）

三﨑　正寛
（ミサキ　マサヒロ）

▽ 監査役
（三菱化学株式会社 監査役
  三菱レイヨン株式会社 監査役
　株式会社生命科学インスティテュート 監査役）

株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役
梅葉　芳弘
（ウメハ　ヨシヒロ）
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（４）その他役員人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 顧問 （三菱樹脂株式会社 代表取締役 専務執行役員 モノ造り改革部門所管）
小林　貞人
（コバヤシ　サダオ）

▽ 顧問
（三菱樹脂株式会社 取締役 専務執行役員
  環境・生活資材関連分野、経理部、総務部、支社、人事部、人材開発部所管）

和田　卓也
（ワダ　タクヤ）

▽ 顧問

（三菱レイヨン株式会社 代表取締役 専務執行役員
  生産全般、経営企画室、輸出審査室、人事部、ダイバーシティ推進部、
  総務部、経理部　各担当役員、
  監査室副担当役員、大阪支店管掌）

立林　康巨
（タテバヤシ　ミチオ）

▽ 顧問

（三菱化学株式会社 取締役 常務執行役員
  コンプライアンス推進統括執行役員
  内部統制推進部、人事部、人材・組織開発部分担
  経営戦略部門長 兼 総務部長 ）

田中　敦
（タナカ　アツシ）

▽ 顧問 （三菱樹脂株式会社 執行役員 環境・生活資材関連分野所管付）
折戸　文夫
（オリト　フミオ）

▽ 顧問 （三菱レイヨン株式会社 執行役員 繊維ブロック担当役員 大阪支店長）
上田　司
（ウエダ　ツカサ）

▽ 顧問 （三菱レイヨン株式会社 執行役員 生産技術・製造担当役員付）
位下　仁
（イゲ　ヒトシ）

▽ 顧問 （三菱樹脂株式会社 監査役）
丸山　勝弘
（マルヤマ　カツヒロ）

▽ 顧問 （三菱レイヨン株式会社 監査役）
小野　延年
（オノ　ノブトシ）
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Ⅴ．三菱ケミカル　役員体制（2017年4月1日付）

取締役 執行体制
役位 氏名 役位 氏名
代表取締役 越智　仁 社長 越智　仁
代表取締役 植田　章夫 専務執行役員 岡本　純一
取締役 岡本　純一 専務執行役員 スティーブ・ユーリック
取締役 スティーブ・ユーリック 専務執行役員 植田　章夫
取締役 二又　一幸 常務執行役員 西谷　悌二郎

常務執行役員 宮木　敬
監査役 常務執行役員 瀧本　丈平
役位 氏名 常務執行役員 吉川　雅博
常勤監査役 森　徹 常務執行役員 和賀　昌之
常勤監査役 田中　良治 常務執行役員 垣本　昌久
常勤監査役 中澤　辰生 常務執行役員 佐々木　等
常勤監査役 三﨑　正寛 常務執行役員 小林　茂
非常勤監査役 梅葉　芳弘 常務執行役員 福居　雄一

常務執行役員 荒木　良剛
常務執行役員 岡田　幹士
常務執行役員 村山　英樹
常務執行役員 牧野　英顯
常務執行役員 大久保　和行
常務執行役員 長田　雅宏
常務執行役員 二又　一幸
執行役員 半田　繁
執行役員 黒川　聡
執行役員 フィル・ベイリー
執行役員 加峯　靖弘
執行役員 クライブ・メイキン
執行役員 関　基弘
執行役員 伊藤　能彦
執行役員 相川　幹治
執行役員 島田　勝彦
執行役員 米原　稔一
執行役員 池田　宏樹
執行役員 河﨑　隆雄

執行役員 木村　武司

執行役員 小林　正英

執行役員 小野　貴弘
執行役員 三木　崇利
執行役員 森田　真
執行役員 瀬戸山　亨
執行役員 佐藤　晴基
執行役員 岩本　泰広
執行役員 谷口　芳行
執行役員 渡部　晴夫
執行役員 長崎　祐一
執行役員 上南　善生
執行役員 赤井　一隆
執行役員 宮森　隆雄
執行役員 羽尾　務
執行役員 重光　英之
執行役員 片山　義敬
執行役員 片山　博史
執行役員 藤原　謙
執行役員 坂口　正範
執行役員 デニス・トライス
執行役員 アンスガー・ポール
執行役員 白上　博能

共通部門各部署の所管
所管役員
岡田　幹士
村山　英樹
植田　章夫
（副所管）牧野　英顯
（副所管）岩本　泰広
長田　雅宏
二又　一幸

経営管理部、経理部
総務部、法務部、広報部、人事部、労制部、人材・組織開発部、内部統制推進部

三菱ケミカルヨーロッパ社 社長
三菱麗陽（上海）管理有限公司 董事長総経理

部署
経営企画部、マーケティング部、各支社、情報システム部
研究開発企画部、研究開発戦略部、研究開発管理部、各研究所、知的財産部

技術部、各事業所、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

三菱ケミカルアメリカ社 社長

黒崎事業所長
長浜事業所長
四日市事業所長
富山事業所長
豊橋事業所長
水島事業所長
生産技術部 副部長
経営管理部長
総務部長
法務部長
法務部長付

大竹事業所長

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
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
高機能成形材料部門 繊維本部 繊維素材事業部長
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
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
経営企画部長
マーケティング部長
横浜研究所長
横浜研究所 瀬戸山研究室長
大竹研究所長
技術部長

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

鹿島事業所長

石化部門 石化企画部長
MMA部門 MMA・Asia本部長
MMA部門 MMA・Europe＆US本部長
MMA部門 MMA企画部長
MMA部門 MMA企画部　副部長
高機能ポリマー部門 パフォーマンスポリマーズ本部長
情電・ディスプレイ部門 光学フィルム本部長
情電・ディスプレイ部門 情報電子本部長

MMA部門長
高機能ポリマー部門長
高機能化学部門長
情電・ディスプレイ部門長
高機能フィルム部門長
環境・生活ソリューション部門長
高機能成形材料部門 副部門長
高機能成形材料部門 副部門長
新エネルギー部門長

炭素部門長

職位（本務）

石化部門長
高機能成形材料部門長
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Ⅵ. 三菱ケミカル 人事異動　（2017年4月1日付）

＊一部、既に発表した内容を含みます。

（１）ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 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

（太洋化成股份有限公司 社長）
大熊　喜之
（オオクマ　ヨシユキ）

▽ 九州支社長
　　三菱ケミカルインフラテック株式会社 九州支店長

（三菱樹脂インフラテック株式会社 東北支店長）
渡辺　克行
（ワタナベ　カツユキ）

▽ 北海道支社長
　　三菱ケミカルインフラテック株式会社 取締役 北海道支店長 兼 中部支店長

（三菱樹脂株式会社 理事 北海道支社長
  三菱化学株式会社 北海道支店長
  三菱樹脂インフラテック株式会社 北海道支店長）

石川　裕子
（イシカワ　ユウコ）

▽ 坂出事業所長 ※７ （三菱化学株式会社 坂出事業所 管理部長）
古村　健
（コムラ　タケシ）

※７　2016年11月7日発表の内容から変更

15 / 18 ページ





（１）2017年4月1日付（続き）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （三菱レイヨンアメリカ社 社長） ダイヤナールアメリカ社 社長 ジェームズ・グー

▽ 三菱化学聚脂膜（蘇州）有限公司 董事長総経理
（三菱樹脂株式会社 理事
  三菱樹脂聚脂膜（蘇州）有限公司 総経理）

山田　幹人
（ヤマダ　ミキヒト）

▽ ジェイフィルム株式会社 取締役社長 （ジェイフィルム株式会社 取締役 事業管理部門長）
五十君　猛
（イソギミ　タケシ）

▽ ダイヤプラスフィルム株式会社 取締役社長 （ダイヤプラスフィルム株式会社 常務取締役 営業部長 兼 管理部長）
中西　重人
（ナカニシ　シゲト）

▽ ダイヤテックス株式会社 取締役社長 （ダイヤテックス株式会社 常務取締役）
桶屋　康裕
（オケヤ　ヤスヒロ）

▽ MCCコンポジットプロダクツ株式会社 取締役社長 （MRCコンポジットプロダクツ株式会社 技術統括部長）
滝口　郁朗
（タキグチ　イクオ）

▽ 三菱ケミカルカーボンファイバーアンドコンポジッツ（欧州）社 社長 （三菱レイヨンヨーロッパ社 副社長）
中村　一己
（ナカムラ　カズキ）

▽ 三菱化学控股管理（北京）有限公司 董事長 （三菱化学香港有限公司 総経理）
三菱化学（中国）管理有限公司 董事長総経理
三菱化学香港有限公司 董事長
三菱化学（上海）有限公司 董事長総経理

高尾　昌二
（タカオ　ショウジ）

▽ 三菱化学香港有限公司 総経理 エムアールシー香港有限公司 董事長総経理
岩崎　直史
（イワサキ　タダシ）

▽ 株式会社菱湖テクニカ 取締役社長
（三菱樹脂株式会社 理事
  三菱樹脂インフラテック株式会社 取締役 管理部門所管 兼 管理部長）

近藤　昌則
（コンドウ　マサノリ）
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（２）2017年5月1日付

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 株式会社三菱ケミカルホールディングス
　　経営戦略部門 素材戦略室 グループマネジャー

（三菱ケミカルインドネシア社 社長）
安積　弘哲
（アヅミ　ヒロアキ）

▽三菱ケミカルインドネシア社 社長 （三菱ケミカルインドネシア社 社長付）
香春　光千夫
（カハル　ミチオ）

（３）2017年6月1日付

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 三菱化学（中国）管理有限公司 董事長総経理
　　三菱化学香港有限公司 董事長
　　三菱化学（上海）有限公司 董事長総経理

三菱ケミカル株式会社 執行役員
三菱麗陽（上海）管理有限公司 董事長総経理

白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽ 三菱化学（中国）管理有限公司 高級顧問
（三菱化学（中国）管理有限公司 董事長総経理
  三菱化学香港有限公司 董事長
  三菱化学（上海）有限公司 董事長総経理）

三菱化学控股管理（北京）有限公司 董事長
高尾　昌二
（タカオ　ショウジ）

▽ 三菱化学（中国）管理有限公司 副総経理 三菱樹脂（上海）管理有限公司　総経理
味村　英司
（ミムラ　エイジ）
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