2017年3月2日

三菱ケミカル 理事役人事について
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 理事役人事

（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。

1 / 5 ページ

Ⅰ. 三菱ケミカル

理事役人事

（2017年4月1日付）

＊既に発表した内容を含みます。
（１）理事役の就任

新職

旧職

継続職

氏名

▽ 理事役 石化部門 石化基盤本部長

（三菱化学株式会社 理事 石化基盤本部 石化原料事業部長）

荒川 義貴
（アラカワ ヨシタカ）

▽ 理事役 石化部門 基礎化学品本部長
兼 同部門 同本部 石化営業統括部長

（三菱化学株式会社 理事 化学品本部長 兼 同本部 石化営業統括部長）

筑本 学
（チクモト マナブ）

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

（三菱化学株式会社 理事 炭素本部 炭素事業部長）

飯田 仁
（イイダ ジン）

▽ 理事役 高機能ポリマー部門 エンジニアリングポリマーズﾞ本部長

（三菱化学株式会社 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
（サイカワ マナブ）

▽ 理事役 高機能化学部門 機能化学品本部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 機能化学品事業部長）

稲岡 計
（イナオカ ハカル）

▽ 理事役 高機能化学部門 機能材料本部長

（三菱化学株式会社 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
（エグチ コウジ）

▽ 理事役 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

（三菱化学株式会社 機能化学本部 機能化学企画室長
兼 同本部 食品機能材部長）

葛城 俊哉
（カツラギ トシヤ）

▽ 理事役 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

（三菱樹脂株式会社 ポリエステルフィルム工業材料事業部長）

大石 和也
（オオイシ カズヤ）

▽ 理事役 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

（三菱化学株式会社 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
（ウメザワ タケシ）

▽ 理事役 情電・ディスプレイ部門 情電・ディスプレイ企画部長

（三菱化学株式会社 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
（ハナフサ ミホ）

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

（三菱樹脂株式会社 食品包装事業部長）

江川 洋介
（エガワ ヨウスケ）

▽ 理事役 高機能成形材料部門 繊維本部 フィルター・トウ事業部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 フィルター事業部長）

石井 清毅
（イシイ キヨタケ）

▽ 理事役 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

（三菱レイヨン株式会社 参与 炭素繊維・複合材料事業部長）

尾関 正芳
（オゼキ マサヨシ）
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（１）理事役の就任（続き）

新職

旧職

継続職

氏名

▽ 理事役 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

（三菱レイヨン株式会社 理事 コンポジット製品事業部長）

中越 明
（ナカゴシ アキラ）

▽ 理事役 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

（三菱樹脂株式会社 理事 複合材事業部長）

戸村 操一
（トムラ ソウイチ）

▽ 理事役 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 （三菱樹脂株式会社 高機能成形材・部品事業企画部 機能成形品室長）

田西 裕之
（タニシ ヒロユキ）

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

（三菱化学株式会社 理事 電池本部 電池機材事業部長）

北田 裕二
（キタダ ユウジ）

▽ 理事役 大阪支社長

（三菱化学株式会社 大阪支社長 兼 九州支社長）

野澤 佳隆
（ノザワ ヨシタカ）

▽ 理事役 北海道支社長

（三菱樹脂株式会社 理事 北海道支社長）

石川 裕子
（イシカワ ユウコ）

▽ 理事役 情報システム部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 情報システム企画室長）

石井 裕二
（イシイ ユウジ）

▽ 理事役 研究開発企画部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 研究開発統括部長）

井関 隆幸
（イセキ タカユキ）

▽ 理事役 研究開発戦略部長

（三菱樹脂株式会社 理事 商品開発基盤部門所管）

佐藤 嘉記
（サトウ ヨシノリ）

▽ 理事役 知的財産部長

（三菱化学株式会社 理事 経営戦略部門 知的財産部長）

正木 泰子
（マサキ ヤスコ）

▽ 理事役 技術部副部長

（三菱レイヨン株式会社 参与 購買・物流部長）

島倉 健吉
（シマクラ ケンキチ）

▽ 理事役 技術部 鶴見事業所長
兼 鶴見研究所長

（三菱レイヨン株式会社 参与 横浜事業所長 兼 横浜研究所長）

泉 仁子
（イズミ ジンコ）

▽ 理事役 筑波事業所長

（三菱化学株式会社 理事 技術部 筑波事業所長
三菱樹脂株式会社 理事 筑波工場長）

上山 完爾
（ウエヤマ カンジ）

▽ 理事役 坂出事業所長

（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）

▽ 理事役 山東事業所長

（三菱樹脂株式会社 理事 山東工場長）

吉澤 直彦
（ヨシザワ ナオヒコ）

▽ 理事役 生産技術部副部長

（三菱樹脂株式会社 理事 生産・設備技術部長）

谷垣 圭三
（タニガキ ケイゾウ）
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（１）理事役の就任（続き）

新職

旧職

継続職

▽ 理事役

（三菱レイヨン株式会社 参与）

▽ 理事役
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）

▽ 理事役
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）

山田 幹人
（ヤマダ ミキヒト）

▽ 理事役

（三菱レイヨン株式会社 参与）
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タイＭＭＡ社 取締役社長

氏名
松下 光一
（マツシタ コウイチ）

恵州恵菱化成有限公司 董事総経理

黒田 徹
（クロダ トオル）

