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2021 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：村山誠一）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 

 

（2021 年 4 月 1 日付） 

氏 名 現 新 

海老原 博幸 技術本部情報ｼｽﾃﾑ部長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

技術本部情報ｼｽﾃﾑ部長 

裏田 勝淑 技術本部設備技術部副部長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

技術本部ﾌｪﾛｰ 

木村 忠裕 技術本部調達部長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

技術本部調達部長 

相場 玲宏 技術開発ｾﾝﾀｰ長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

技術開発ｾﾝﾀｰ長 

鈴木 義昭 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部副事業部長 

（兼）金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部ﾘｻｲｸﾙ技術部長 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

日立事業所長 

和田 裕典 磯原工場長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部副事業部長 

加藤 哲 倉見工場長 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）機能材料事業部技術部長 

 

氏 名 現 新 

川口 義之 経営企画部副部長 経営企画部長 

山川 博達 経理財務部主席参事 経理部副部長 

渋谷 俊生 総務部秘書室秘書担当課長 総務部副部長 

鴛田 聡一 物流部ﾌｫｰｶｽ事業担当課長 物流部ﾌｫｰｶｽ事業担当副部長 

三田 朋尚 技術本部管理部長 総務部秘書室長 

高草木 操 技術本部技術戦略部長 JX 金属戦略技研㈱ 

小町 伸好 技術本部情報ｼｽﾃﾑ部主席技師 技術本部情報ｼｽﾃﾑ部副部長 

挾間 克樹 技術本部品質管理部副部長 技術本部品質管理部長 

河村 寿文 技術開発ｾﾝﾀｰﾘｻｲｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ長 JX 金属戦略技研㈱ 

田尻 和徳 技術開発ｾﾝﾀｰﾘｻｲｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ主席技師 技術開発ｾﾝﾀｰ製錬・ﾘｻｲｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

金澤 聖臣 技術開発ｾﾝﾀｰ製錬ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任技師 技術開発ｾﾝﾀｰ製錬・ﾘｻｲｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

高橋 秀行 技術開発ｾﾝﾀｰ磯原分室長 東邦ﾁﾀﾆｳﾑ㈱ 



ＪＸ金属株式会社 経営企画部 広報室  〒105-8417 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号  TEL:03-6433-6056 

岩波 俊二 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱物流部長 

㈱丸運 

中島 正人 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部国内原料担当課

長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部副部長 

竹林 一彰 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部製錬技術部長 

（兼）技術開発ｾﾝﾀｰ製錬ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部副事業部長 

（兼）金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部技術部長 

（兼）技術開発ｾﾝﾀｰ製錬・ﾘｻｲｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

佐藤 春男 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部ﾘｻｲｸﾙ技術部主席技師 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部技術部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当副部

長 

内藤 浩 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 

機能材料事業部管理部長  

安武 竜太 機能材料事業部銅箔ﾕﾆｯﾄ事業推進担当副ﾕﾆ

ｯﾄ長 

機能材料事業部統括営業部営業担当副部長 

上原 正吉 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ事業推

進担当副ﾕﾆｯﾄ長 

機能材料事業部統括営業部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当副

部長 

戸上 一郎 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ長 機能材料事業部統括営業部長 

曽我 卓 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ SCM 担

当副ﾕﾆｯﾄ長 

（兼）機能材料事業部銅箔ﾕﾆｯﾄ SCM 担当副

ﾕﾆｯﾄ長 

機能材料事業部統括営業部 SCM 担当副部長 

佐藤 賢次 薄膜材料事業部技術部長 

（兼）機能材料事業部技術部長 

薄膜材料事業部技術部長 

新井 英太 日立事業所銅箔製造部長 倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場環境安全部長 

橋本 正人 日立事業所銅箔製造部主席技師 日立事業所銅箔製造部長 

波多野 英明 日立事業所銅箔製造部圧延銅箔担当副部長 JX 金属ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 

青木 真哉 日立事業所銅箔製造部主席技師 日立事業所銅箔製造部圧延銅箔担当副部長 

山越 康廣 磯原工場副工場長 

（兼）磯原工場製造第 2 部長 

磯原工場長 

岡部 岳夫 磯原工場副工場長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ精製ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

薄膜材料事業部副事業部長 

楢崎 裕司 磯原工場総務部長 磯原工場 副工場長 

（兼）磯原工場総務部長 

笹岡 英俊 磯原工場製造第 1 部 ITO 技術課長 日立事業所 HMC 製造部副部長 

永澤 俊 磯原工場生産管理部生産管理担当部長 磯原工場生産管理部生産管理・物流担当部

長 

髙見 英生 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 

 

磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ知財・総括ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ長 

入間田 修一 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ技術・企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ知財・総括ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ長 

ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部技術部主席技師 

竹本 幸一 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ精製ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任技師 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ精製ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

土田 克之 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ表面処理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 技術開発ｾﾝﾀｰ磯原分室長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ表面処理ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ長 

稲田 秀樹 倉見工場環境安全部長 倉見工場環境安全部主席技師 
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泉 千尋 倉見工場製造部長 倉見工場製造部長 

（兼）倉見工場 NPM・IoT 推進部長 

香月 達也 JX 金属ｴｺﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 資源事業部副事業部長 

亀谷 敏博 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱業務部長 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部技術部ﾌﾟﾛｾｽ担当副部長 

西嶋 千秋 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱営業部大阪支店長 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部長 

小倉 靖 ﾆｯﾎﾟﾝ・ｶｾﾛﾈｽ・ﾘｿｰｼｽﾞ㈱ 経理部長 

坂本 茂樹 JX Nippon Mining & Metals Chile SpA 技術本部管理部長 

嶋本 晋 JX 金属ﾌｧｳﾝﾄﾞﾘｰ㈱ 磯原工場製造第 2 部長 

原田 亘 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所技術部情報ｼｽﾃﾑ

課主任技師 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所技術部情報ｼｽﾃﾑ

担当部長 

横岩 巨盛 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所ﾘｻｲｸﾙ部ﾘｻｲｸﾙ原

料分析課長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所ﾘｻｲｸﾙ部副部長 

本村 竜也 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所製造部製錬・硫

酸・動力担当副部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所製造部製錬・硫

酸・動力担当部長 

土屋 隆弘 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所設備技術部設備

技術課制御担当課長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所設備技術部副部

長 

石井 敏文 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所製造部電錬・精

金銀担当部長 

（兼）佐賀関製錬所技術部分析・情報ｼｽﾃﾑ

担当部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所製造部電錬・精

金銀担当部長 

永戸 敏博 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所技術部生産管

理・生産技術・品質保証担当部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所技術部生産管

理・物流・生産技術・品質保証・分析担当

部長 

甲斐 正二 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所副所長 

（兼）佐賀関製錬所総務部調達担当部長 

解職 

池辺 明文 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所総務部総務担当

部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所総務部長 

有馬 浩幸 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 営業部化成品担当ｼﾆｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 営業部大阪支店長 

（兼）営業部名古屋支店長 

関東 寛雄 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱営業部名古屋支店長 京浜化成品ｾﾝﾀｰ㈱ 

甲斐 志治 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱業務部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱業務部長 

髙橋 実 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱原料部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱原料部副部長 

(注) ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱および JX 金属製錬㈱出向者の「（兼）」は、同社における兼務役職を示す 

 

以 上 

 


