
2023年1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．執行役員及び理事の選任、退任及び異動

（発令日：2023年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

専務執行役員
CTO
RC・品質保証部及び加工品事業支援センター、
レスポンシブル・ケア委員会担当、研究開発本部、
生産・技術本部、ベーシック＆グリーンマテリアルズ事業本部
及びグリーンケミカル事業推進室管掌

専務執行役員
CTO
RC・品質保証部及び加工品事業支援センター、
レスポンシブル・ケア委員会担当、研究開発本部、
生産・技術本部
及びベーシック＆グリーンマテリアルズ事業本部管掌

芳野 正

専務執行役員
CHRO
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

専務執行役員
CHRO
人事部、グローバル人材部、関係会社支援部、
コーポレートコミュニケーション部、
Mitsui Chemicals Asia Pacific、
Ｍitsui Chemicals China､
Mitsui Chemicals America、
Mitsui Chemicals Europe担当

安藤 嘉規

専務執行役員
CFO
経理部、総務・法務部、
コーポレートコミュニケーション部
及びリスク・コンプライアンス委員会担当

専務執行役員
CFO
経理部、総務・法務部
及びリスク・コンプライアンス委員会担当

中島 一

本州化学工業㈱ 社長
執行役員
人事部長

木下 雅幸

㈱三井化学オペレーションサービス 社長
執行役員
岩国大竹工場長

末松 健二

執行役員
ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 副本部長

執行役員
ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 副本部長
兼 同本部 オーラルケア事業部長

林田 博巳

執行役員
ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 副本部長

執行役員
ライフ＆ヘルスケアソリューション事業本部 副本部長
兼 同本部 企画管理部長

舩越 広充

執行役員
人事部長

執行役員
ESG推進室長

右田 健

執行役員
デジタルトランスフォーメーション推進本部 副本部長
兼 同本部 デジタルトランスフォーメーション企画管理部長

理事
デジタルトランスフォーメーション推進本部
デジタルトランスフォーメーション企画管理部長

浦川 俊也

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 氏　　名

執行役員
岩国大竹工場長

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

執行役員
経営企画部長

理事
経営企画部長

市村 聡

執行役員
CTO付
グリーンケミカル事業推進室担当

理事
研究開発本部
生産技術研究所長

坂本 晃大

理事
モビリティソリューション事業本部
複合材料事業推進室長
兼 同本部 モビリティーソリューション推進室長

理事
モビリティソリューション事業本部
複合材料事業推進室長

森 峰寛

理事
ICTソリューション事業本部
企画管理部長

理事
欧州総代表
Mitsui Chemicals Europe 社長

平岩 健司

理事
モビリティソリューション事業本部 副本部長
兼 同本部 企画管理部長

理事
モビリティソリューション事業本部
企画管理部長

両角 直樹

理事
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
オーラルケア事業部長

理事
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
ビジョンケア材料事業部長

伊藤 基

理事
欧州総代表
Mitsui Chemicals Europe 社長

ICTソリューション事業本部
半導体･光学材料事業部長

奥山 岳男

理事
ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
フェノール事業部長

ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
フェノール事業部長

後藤 亨晴

理事
ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
インダストリアルケミカルズ事業部長

ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
インダストリアルケミカルズ事業部長

吉田 学

理事
新事業開発センター長

新事業開発センター長 才本 芳久

理事
ESG推進室長

ESG推進室 副室長 関口 未散

（発令日：2023年3月31日）

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

執行役員待遇嘱託
三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱ 社長

執行役員待遇嘱託
三井化学アグロ㈱ 社長

小澤 敏

理事
三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱ 副社長

理事
三井化学アグロ㈱ 副社長
兼 ㈱MMAG 副社長

垣元 剛



２．部長・副部長レベルの異動

(発令日：2023年4月1日) 注） GL：グループリーダー

新   職 現   職 氏  名

ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
ビジョンケア材料事業部長

経営企画部 副部長
兼 同部 コーポレート･ディベロップメント室長

常川 豊吉

ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
企画管理部長

ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
企画管理部 副部長

土屋 武昭

モビリティソリューション事業本部
エラストマー事業部長

モビリティソリューション事業本部
エラストマー事業部 副部長

横田 茂樹

ICTソリューション事業本部
半導体･光学材料事業部長

ICTソリューション事業本部
ICT材料事業推進室長
兼 同室 電池材料GL

宮田 史也

ICTソリューション事業本部
ICT材料事業推進室長

ICTソリューション事業本部
企画管理部

児玉 洋一

ICTソリューション事業本部
ICTソリューション事業本部
企画管理部長

岡田 知

グリーンケミカル事業推進室長
ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
グリーンケミカル事業推進室 副室長

丸山 大輔

大阪支店長 モビリティソリューション事業本部 副本部長 酒葉 純

研究開発本部
高分子･複合材料研究所長

モビリティソリューション事業本部
エラストマー事業部長

松永 慎也

研究開発本部
生産技術研究所長

研究開発本部
生産技術研究所
ポリマープロセスGL

羽佐田 恭弘

研究開発本部
研究開発企画管理部

モビリティソリューション事業本部
モビリティソリューション推進室長

森 亮二

研究開発本部 知的財産部長 山口 昌賢

研究開発本部
研究開発本部
高分子･複合材料研究所長

太田 誠治

知的財産部長
PT Mitsui Chemicals Polyurethanes
Indonesia 社長

柴田 雅昭

生産･技術本部
エンジニアリングセンター長

大阪工場 技術部長 日野 圭太

生産･技術本部
ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部
グリーンケミカル事業推進室長

吉岡 正悟

モビリティソリューション事業本部
PPコンパウンド事業部 副部長

Advanced Composites, Inc. 滝澤 裕幸

経理部 副部長
兼 同部 財務GL

経理部
財務GL

竹中 雅史

参事 大阪支店長 東 政明



３．関係会社役員等の異動

(発令日：2023年4月1日)

新   職 現   職 氏  名

ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部
不織布事業部

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

小泉 寛

㈱東洋ビューティサプライ 社長 三井化学ファイン㈱ 常務取締役 小川 隆徳

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

モビリティソリューション事業本部
PPコンパウンド事業部

杉本 吉男

Grand Siam Composites Co., Ltd. 社長

モビリティソリューション事業本部
機能性コンパウンド事業部
ミラストマーGL

水川 修一

三井化学複合塑料(中山)有限公司 総経理
モビリティソリューション事業本部
モビリティソリューション推進室

木村 良

モビリティソリューション事業本部
PPコンパウンド事業部

Grand Siam Composites Co., Ltd. 社長 浅見 和範

モビリティソリューション事業本部
PPコンパウンド事業部

三井化学複合塑料(中山)有限公司 総経理 児玉 和幸

Mitsui Chemicals Polyurethanes Malaysia Sdn.
Bhd. 社長

Mitsui Chemicals Polyurethanes Malaysia
Sdn. Bhd. 副社長

土井 正史

PT Mitsui Chemicals Polyurethanes Indonesia
社長

ベーシック＆グリーンマテリアルズ事業本部
ポリウレタン事業部
FOAM-GL

尾澤 卓也

ベーシック＆グリーンマテリアルズ事業本部
ポリウレタン事業部

Mitsui Chemicals Polyurethanes Malaysia
Sdn. Bhd. 社長

松本 信介

㈱エムシー･ビジネスサポート 社長 ㈱エムシー･ビジネスサポート 副社長 横山 宏

退任 ㈱東洋ビューティサプライ 社長 土岐 宏俊

退任 本州化学工業㈱ 社長 福山 裕二

退任 ㈱三井化学オペレーションサービス 社長 髙木 岳彦

退任 ㈱エムシー･ビジネスサポート 社長 松永 秋彦


