
２００５年３月２日 

各位 

三 井 化 学 株 式 会 社 

出 光 興 産 株 式 会 社 

 

株式会社プライムポリマーの組織、人事について 

三井化学株式会社と出光興産株式会社は、２００５年４月１日の株式会社プライムポリマー

の営業開始に向けて準備を進めていますが、組織、人事が決定しましたので、お知らせいたし

ます。 

 

１．役員 代表取締役社長  木村 峰男 

（現 三井化学㈱ 専務取締役 石化事業グループ長） 

代表取締役副社長 濵田 眞治 

（現 出光興産㈱ 執行役員 石油化学事業部門 樹脂販売部長） 

取締役   岩淵  滋 

（現 三井化学㈱ 執行役員 石化事業グループ ポリエチレン事業部長） 

取締役   斎藤 精一郎 

（現 三井化学㈱ 石化事業グループ ポリオレフィン管理部長） 

取締役   猿渡  定 

（現 三井化学㈱ 石化事業グループ ポリプロピレン事業部長） 

取締役   塚原 財二 

（現 出光興産㈱ 石油化学事業部門 樹脂販売部 部長） 

監査役     松本 武俊 

（現 出光興産㈱ 執行役員 石油化学事業部門 業務部長） 

監査役     森  敏雄 

（現 三井化学㈱ 石化事業グループ 企画管理部 主席部員） 

監査役（非常勤） 舩越 広充 

（現 三井化学㈱ 財務部 主席部員） 

 

２．組織 組織は別紙１のとおりです。 

 

３．人事 人事は別紙２のとおりです。 

 

４．事業所と所在地 

 本社  東京都港区東新橋１丁目５番２号  汐留シティセンター 

   電話 ０３－６２５３－４５００ 

 名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 24番 30 号 名古屋三井ビル本館 

電話 ０５２－５８７－３６０８ 
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大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町１丁目１１番７号 信濃橋三井ビル 

電話 ０６－６４４６－３２６０ 

福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神２丁目１４番１３号 天神三井ビル 

   電話 ０９２－７１５－６９３６ 

 研究所 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０番地３０ 

    電話 ０４３８－６４－２４５０ 

市原工場 千葉県市原市千種海岸３番地 三井化学㈱市原工場内 

   電話 ０４３６－６２－３２１１ 

姉崎工場 千葉県市原市姉崎海岸１番１号 出光興産㈱千葉工場内 

   電話 ０４３６－６３－１３０１ 

大阪工場 大阪府高石市高砂１番地６ 三井化学㈱大阪工場内 

電話 ０７２－２６８－３３００ 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 三井化学株式会社 ＩＲ・広報室   ０３－６２５３－２１００ 

 出光興産株式会社 総務部 広報課  ０３－３２１３－３１１５ 
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別紙１ 
 

株式会社プライムポリマー組織 
 

 
社長

ポリプロ
自動車材事業部

事業総括室

副社長

グローバルサプライ室

企画室

管理室

事業総括室
産業材部

自動車材部

ポリプロ
産包材事業部

事業総括室
産業材部

福岡営業所

企画管理部

研究開発部 研究企画室

包材部
エボリュー開発室

名古屋支店

大阪支店

包材部

ポリエチレン
事業部

ポリプロピレン研究所
ポリエチレン研究所
材料技術研究所

生産・SCM部 生産・技術室

監査役

市原工場

姉崎工場

大阪工場

SCM室
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別紙２ 

株式会社プライムポリマーの人事 
 
代表取締役社長    木村 峰男 
代表取締役副社長   濵田 眞治 
取締役企画管理部長   岩淵  滋 
取締役ポリプロ自動車材事業部長  猿渡  定 
取締役ポリプロ産包材事業部長  塚原 財二 
取締役ポリエチレン事業部長  斎藤 精一郎 
監査役       松本 武俊 
監査役       森  敏雄 
監査役（非常勤）   舩越 広充 
 
執行役員研究開発部長   平岡 康行 
執行役員生産・ＳＣＭ部長  長尾  潔 
 
企画管理部  企画室長  黒川  知則 

  管理室長  平田 仁志 
ポリプロ自動車材事業部 事業総括室長  萩原 健二郎 
   事業総括室長代理 松島 和正 
   グローバルサプライ室長 吉村  敦 

 自動車材部長  津嶋  聡 
ポリプロ産包材事業部 事業総括室長  萩原 健二郎 （兼務） 
   事業総括室長代理 松島 和正  （兼務） 

産業材部長  土亀 英昭 
包材部長  藤井 和正 

ポリエチレン事業部 事業総括室長  平原  光 
   産業材部長  樋上 元伸 
   包材部長  赤松 幹男 

エボリュー開発室長 浜田 直士 
名古屋支店  支店長   玉田 雅彦 
大阪支店  支店長   木村 祐治 
福岡営業所  営業所長  土井 百合雄 
研究開発部  副部長兼研究企画室長 深田 和義 
   ポリプロピレン研究所長 山田 雅也 
   ポリエチレン研究所長 尾崎 樹男 
   材料技術研究所長 井實 利和 
生産・ＳＣＭ部  副部長兼生産・技術室長 外山 敏樹 
   市原工場長  森山 義晴 
   市原工場副工場長 林  茂樹 
   姉崎工場長  沖  高朗 
   大阪工場長  松村 秀司 
   ＳＣＭ室長  伊藤  貢 
   ＳＣＭ室長代理  中西 芳勝 
 

以上 
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