
2021年2月24日

三井化学株式会社

当社は、下記のとおり人事異動を行う予定ですので、ご連絡申し上げます。

１．取締役、執行役員及び理事の選任、退任及び異動

（発令日：2021年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継続職 氏　　名

（株）アーク社長

専務執行役員
フード＆パッケージング事業本部長
ヘルスケア事業本部、
新ヘルスケア事業開発室
及びH-プロジェクト室管掌

取締役 下郡　孝義

参与

常務執行役員
モビリティ事業本部長
新モビリティ事業開発室管掌
及び名古屋支店担当

佐藤　幸一郎

専務執行役員
常務執行役員
グローバル人材部長

人事部、グローバル人材部、
関係会社支援部、
Mitsui Chemicals Asia Pacific、
Mitsui Chemicals China､
Mitsui Chemicals America、
Mitsui Chemicals Europe担当

安藤　嘉規

情報システム統括部担当
常務執行役員
経営企画部、
ＥＳＧ推進室及びＥＳＧ推進委員会担当

平原　彰男

(株）三井化学オペレーションサービス社長
執行役員
大阪工場長

髙木　岳彦　

三井化学産資（株) 社長
執行役員
ヘルスケア事業本部副本部長 橘　明宏

フード＆パッケージング事業本部長
モビリティ事業本部副本部長
新モビリティ事業開発室担当

執行役員 簗瀬　浩一

常務執行役員
モビリティ事業本部長
新モビリティ事業開発室
及び名古屋支店担当

執行役員
（株）アーク社長

小守谷　敦

三井化学東セロ(株)社長
三井化学東セロ(株）常務執行役員
兼　フード＆パッケージング事業本部

執行役員 松坂　繁治

常務執行役員
フード&パッケージング事業本部
及びＨ-プロジェクト室管掌

執行役員
Ｈ-プロジェクト室担当

ヘルスケア事業本部長
新ヘルスケア事業開発室担当 田中　久義

執行役員 理事
中国総代表
兼　Mitsui Chemicals （China) Co., Ltd.
董事長 兼 総経理

松崎　宏

人事異動のご連絡

本件に関する問い合わせ先 ： コーポレートコミュニケーション部　　電話　03 (6253) 2100

記



新　　　職 旧　　　職 継続職 氏　　名

執行役員
ヘルスケア事業本部副本部長
H-プロジェクト室担当

理事
Kulzer GmbH　上席副社長
兼　H-プロジェクト室副室長

林田　博巳

執行役員
大阪工場長

大牟田工場
管理部長　兼　総務部長

岡田　一成

執行役員 理事 経営企画部長 舩越　広充

執行役員
デジタルトランスフォーメーション推進室
及び情報システム統括部担当

平原常務執行役員付 三瓶　雅夫

松尾副社長執行役員付 名古屋工場長 理事 尾崎　智

モビリティ事業本部副本部長
(株）プライムポリマー
包材事業部長 理事 酒葉　純

モビリティ事業本部副本部長
研究開発本部
生産技術研究所長

理事 扇澤 雅明

(株）三井化学分析センター社長
研究開発本部
研究開発企画管理部長

理事 伊藤　潔

理事
名古屋工場長

加工品事業支援センター長 石井　浩

理事
デジタルトランスフォーメーション推進室長

経営企画部副部長 浦川　俊也

理事
生産・技術本部
エンジニアリングセンター長

高妻　泰久

理事
モビリティ事業本部
企画管理部長

両角　直樹

理事
生産・技術本部
生産・技術企画部長

阿部　真二

理事
ヘルスケア事業本部
企画管理部長
兼 新ヘルスケア事業開発室副室長

市村　聡



(発令日：2021年6月25日)

新　　　職 旧　　　職 継続職 氏　　名

退任 取締役 下郡　孝義

取締役

専務執行役員
基盤素材事業本部長
大阪支店、福岡支店
及びニソンプロジェクト室担当

芳野　正

退任 取締役 黒田　由貴子

取締役 馬渕　晃



２．部長・副部長レベルの異動

(発令日：2021年4月1日)

新　　　職 旧　　　職 継続職 氏　　名

モビリティ事業本部
エラストマー事業部長

Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd.社長 松永　慎也

モビリティ事業本部
機能性コンパウンド事業部長

三井化学功能複合塑料(上海)有限公司
総経理

中村　恒星

Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd.社長 Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd. 新田　敏雄

基盤素材事業本部
ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部長

GC-M PTA Co., Ltd.副社長
Thai PET Resin Co., Ltd.副社長

伊藤　厚実

基盤素材事業本部
工業薬品事業部長

Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.社長 吉田　学

基盤素材事業本部
工業薬品事業部副部長

基盤素材事業本部
工業薬品事業部

田代　茂樹

購買部長
基盤素材事業本部
ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部長

高部　寛仁

物流部長 物流部 依田　馨

グローバル人材部長 グローバル人材部副部長 小野　真吾

経営企画部副部長 経営企画部 常川　豊吉

Ｈ-プロジェクト室副室長 Ｈ-プロジェクト室 山下　健一郎

ニソンプロジェクト室長 ニソンプロジェクト室 一井　信之

コーポレートコミュニケーション部副部長 ＥＳＧ推進室 阿部　玲子

ＥＳＧ推進室副室長
研究開発本部
研究開発企画管理部副部長

関口　未散

デジタルトランスフォーメーション推進室
副室長

物流部長 末弘　晴男

研究開発本部
生産技術研究所長

モビリティ事業本部
エラストマー事業部長

坂本　晃大

研究開発本部
研究開発企画管理部長

経営企画部 山岡　宗康

市原工場副工場長
兼 茂原分工場長

三井化学エムシー(株) 鎌田　弘毅

大牟田工場
ファイン製造部長

市原工場副工場長
兼 茂原分工場長

吉田　智明

福岡支店長
基盤素材事業本部
工業薬品事業部特殊ガスＧＬ

和田　光浩

三井・ダウ ポリケミカル(株)取締役
モビリティ事業本部
機能性コンパウンド事業部長

豊田　敏久

三井化学ファイン(株)常務取締役
基盤素材事業本部
工業薬品事業部長

小川　隆徳

三井化学ファイン(株)大阪支店長 福岡支店長 円口　康

Mitsui Chemicals (Thailand) Co., Ltd.社長 購買部長 矢ケ崎　英徳

退任 三井化学東セロ(株)社長 貝出　健

退任 ニソンプロジェクト室長 真野　純一

　　　　　　　　　　　注）　ＧＬ：グループリーダー



３．関係会社役員等の異動

(発令日：2021年4月1日)

新　　　職 旧　　　職 継続職 氏　　名

退任 日本アルキルアルミ(株)副社長 大島　聖爾

退任 三井化学産資(株)社長 齋藤　周

退任 龍山三井化学(株)副社長 江川　正裕

退任 三井･ダウ ポリケミカル(株)社長 舘野　均

退任 共和工業(株)社長 岩渕　学

退任 北海道三井化学(株)社長 石本　裕

退任 (株)三井化学分析センター社長 飯田　司

退任 (株)三井化学オペレーションサービス社長 渡辺　晃彦

龍山三井化学(株)副社長 三井化学韓国(株)社長 大嶋　恭介

三井･ダウ ポリケミカル(株)社長 Mitsui Chemicals America, Inc.副社長 加藤　良二

Mitsui Prime Advanced Composites India,
Pvt. Ltd.社長

ヘルスケア事業本部
不織布事業部合成パルプＧＬ

増田　和彦

Advanced Composites Mexicana, S.A. de
C.V.社長

Advanced Composites Mexicana, S.A. de
C.V.

小泉　寛

Mitsui Prime Advanced Composites do
Brasil社長

Mitsui Prime Advanced Composites do
Brasil

寺本　直弘

共和工業(株)社長 共和工業(株)常務執行役員 熊谷　勇介

三井化学東セロ(株)執行役員 Mitsui Chemicals (Thailand) Co., Ltd.社長 元島　敏博

(株)プライムポリマー包材事業部長 Prime Evolue Singapore Pte. Ltd.社長 山本　徹也

日本アルキルアルミ(株)副社長
基盤素材事業本部
ライセンス事業部触媒ＧＬ

多々良　健

Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
社長

フード＆パッケージング事業本部
コーティング・機能材事業部工業材料ＧＬ

余川　尚和

GC-M PTA Co., Ltd.副社長
Thai PET Resin Co., Ltd.副社長

基盤素材事業本部
ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部ＰＴＡ-ＧＬ

林　裕作

Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.社長
基盤素材事業本部
石化原料事業部

桑島　雅喜

Prime Evolue Singapore Pte. Ltd.社長 Prime Evolue Singapore Pte. Ltd. 青木　淳一郎

北海道三井化学(株)社長
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
社長

安藤　和徳

市原工場
管理部長

Advanced Composites Mexicana S.A. de
C.V. 社長

穴水　孝佳

(株)アーク執行役員
Mitsui Prime Advanced Composites India,
Pvt. Ltd.社長

寺田　英一郎

出向
Mitsui Prime Advanced Composites do
Brasil社長

門脇　貞幸

以上


