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2019年 2月 26日 

各 位 

ＪＸ金属株式会社 

 

部長職の人事異動について 
 

ＪＸ金属株式会社（社長：大井滋）の部長職の人事異動について、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

（2019 年 4月 1日付） 

氏 名 現 新 

荒牧 惠明 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

環境安全部長 

倉見工場 顧問 

鈴木 章仁 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電材加工事業本部管理部長 

JX金属商事㈱ 

 

矢作 政隆 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電材加工事業本部技術部長 

（兼）技術本部知的財産部長 

技術本部 ﾌｪﾛｰ 

（兼）薄膜材料事業部 ﾌｪﾛｰ 

（兼）機能材料事業部 ﾌｪﾛｰ 

加藤 琢已 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電材加工事業本部機能材料事業部副事業

部長 

（兼）電材加工事業本部機能材料事業部銅

箔ﾕﾆｯﾄ長 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

機能材料事業部 副事業部長 

（兼）機能材料事業部管理部長 

（兼）機能材料事業部銅箔ﾕﾆｯﾄ長 

三宅 淳司 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電材加工事業本部機能材料事業部市場開

発部長 

機能材料事業部 ﾌｪﾛｰ 

福世 秀秋 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

電材加工事業本部薄膜材料事業部主席技

師 

（兼）技術本部ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部副事業部

長 

（兼）技術本部ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部事業企画

部長 

薄膜材料事業部 ﾌｪﾛｰ 

（兼）ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部 ﾌｪﾛｰ 

（兼）技術本部 ﾌｪﾛｰ 

 

氏 名 現 新 

池辺 明文 総務部総務担当課長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

佐賀関製錬所総務部総務担当部長 

田口 仁之 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 ㈱NTT ﾃﾞｰﾀ CCS 

久甫 望 人事部長 倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場総務部総務担当部長 

楢崎 裕司 広報・CSR部長 磯原工場総務部長 

石井 孝博 監査部長 ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部事業企画部主席参事 

熊谷 正志 技術本部企画管理部企画担当副部長 技術開発ｾﾝﾀｰ銅微粉ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

塩原 博之 技術本部情報ｼｽﾃﾑ部長 JX ｱｲﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 

三田 朋尚 技術本部ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部管理部長 技術本部管理部長 

佐藤 修 技術本部ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部管理部管理担当

課長 

ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部管理部副部長 
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堂岡 芳隆 技術本部ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部事業企画部副部

長 

ﾀﾝﾀﾙ･ﾆｵﾌﾞ事業部事業企画部長 

正木 信晴 金属事業本部管理部長 金属事業部管理部長 

（兼）資源事業部管理部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ｶｯﾊﾟｰ㈱資源事業部管

理担当部長 

外山 尚幸 ｶｾﾛﾈｽ事業部管理部主席参事 磯原工場生産管理部調達担当部長 

中村 重俊 ｶｾﾛﾈｽ事業部管理部主席参事 資源事業部管理部副部長 

裏田 勝淑 ｶｾﾛﾈｽ事業部技術部副部長 技術本部設備技術部副部長 

植村 寛周 環境ﾘｻｲｸﾙ事業本部営業部副部長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

営業部化成品担当部長 

高草木 操 電材加工事業本部企画部長 技術本部技術戦略部長 

伊森 徹 電材加工事業本部技術部副部長 薄膜材料事業部技術部副部長 

佐藤 賢次 電材加工事業本部技術部主席技師 薄膜材料事業部技術部長 

（兼）機能材料事業部技術部長 

波多野 隆紹 電材加工事業本部技術部主席技師 技術本部知的財産部長 

上原 正吉 電材加工事業本部機能材料事業部圧延・加

工材料ﾕﾆｯﾄ主席参事 

（兼）倉見工場技術部生産管理担当副部長 

機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ主席参

事 

（兼）倉見工場生産管理部副部長 

福嶋 篤志 電材加工事業本部機能材料事業部市場開

発部主席技師 

機能材料事業部市場開発部長 

竹内 宏樹 電材加工事業本部機能材料事業部市場開

発部主席技師 

日立事業所銅箔製造部品質保証担当副部

長 

岡 大輔 電材加工事業本部薄膜材料事業部ﾀｰｹﾞｯﾄﾕ

ﾆｯﾄ半導体担当副ﾕﾆｯﾄ長 

薄膜材料事業部ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ半導体担当ﾕﾆｯ

ﾄ長 

新井 英太 日立事業所銅箔製造部圧延銅箔担当部長 日立事業所銅箔製造部長 

坂口 和彦 日立事業所銅箔製造部品質保証担当部長 一関製箔㈱ 

波多野 英明 日立事業所銅箔製造部製造課圧延銅箔製

造担当課長 

日立事業所銅箔製造部圧延銅箔担当副部

長 

森井 健次 磯原工場副工場長 

（兼）磯原工場総務部長 

人事部長 

海老原 博幸 磯原工場生産管理部長 技術本部情報ｼｽﾃﾑ部長 

小町 伸好 磯原工場生産管理部主席技師 磯原工場生産管理部情報ｼｽﾃﾑ担当部長 

永澤 俊 磯原工場生産管理部生産管理課長 磯原工場生産管理部生産管理担当部長 

木村 寛司 倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場製造部長 

（兼）倉見工場 NPM・IoT推進部長 

倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場生産管理部長 

小野 卓哉 倉見工場総務部長 倉見工場総務部経理担当部長 

郷原 毅 倉見工場製造部副部長 倉見工場製造部長 

（兼）倉見工場 NPM・IoT推進部長 

金子 敦 倉見工場技術部長 機能材料事業部市場開発部副部長 

牧 哲生 倉見工場技術部製品開発担当副部長 倉見工場技術部長 

青木 真哉 倉見工場技術部品質保証担当副部長 日立事業所銅箔製造部主席技師 

諏訪邉 武史 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

営業部銅担当部長 

経営企画部広報室長 

泉 博文 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

営業部化成品担当部長 

総務 CSR部ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長 

橋内 文生 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

製錬部長 

金属事業部製錬部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱製錬部長 

斉藤 昭夫 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

大阪支店長（兼）名古屋支店長 

JX金属商事㈱ 

関東 寛雄 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

名古屋支店 副支店長 

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

営業部名古屋支店長 
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平野 英雄 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

福岡支店長 

JX金属商事㈱ 

井関 崇夫 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

佐賀関製錬所総務部総務担当部長 

監査部長 

西嶋 千秋 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

日三環太銅業(上海)有限公司 

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 

営業部大阪支店長 

五月女 夏樹 JXTG ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 資源事業部管理部副部長 

（兼）金属事業部管理部副部長 

渡辺 宏昭 日鉱金属（蘇州）有限公司 環境安全部長 

犬飼 賢二 JX Nippon Mining & Metals Philippines 日立事業所銅箔製造部電解銅箔担当副部

長 

(注) ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱出向者の「（兼）」は、特段の注記がない限り、同社における兼務役職を示す 

 

以 上 

 


