
（※）代表取締役　　　　　

会長 藤吉　建二 経営監督

社長（※） 田中　稔一 業務執行全般統括

ＩＲ・広報部担当

中国総代表、欧州総代表及び米州総代表担当

副社長（※） 佐野　鉱一 社長補佐

総務部、法務部、経理部及びシステム部担当
リスク・コンプライアンス委員会担当

専務取締役 鈴木　基市 新自動車材開発室、新材料開発センター、Ｒ＆Ｄ戦略室、

三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター、研究本部

及び袖ケ浦総務・安全・環境部担当

Ｒ＆Ｄ戦略室長

専務取締役 岩淵　滋 石化事業本部、基礎化学品事業本部、ウレタン事業本部、

機能樹脂事業本部、加工品事業本部、機能化学品事業本部

及び支店担当

専務取締役 大村　康二 ニュービジネス推進室、レスポンシブル・ケア部、品質保証部、

ＳＣＭ推進部、経営企画部及び内部統制室担当

レスポンシブル・ケア委員会担当

内部統制室長

常務取締役 竹本　元 生産・技術本部、工場、購買部及び物流部担当

生産・技術本部長

取締役 武野氏　悦夫 Mitsui Chemicals Asia Pacific、Mitsui Chemicals Shanghai、

Mitsui Chemicals America、Mitsui Chemicals Europe

及び関係会社統括部担当

取締役 尾辻　信一 人事部及びＣＳＲ推進部担当

ＣＳＲ委員会担当

取締役 永井　多惠子

取締役 鈴木　芳夫

常勤監査役 戸木　秀則

常勤監査役 古賀　義徳

監査役 伊集院　功

監査役 門脇　英晴

監査役 松田　博

三井化学株式会社　取締役及び監査役の業務分担（２０１１年６月２４日付）



社長補佐 得丸　洋 中国総代表

社長補佐 中川　淳一 欧州総代表

社長補佐 諫山　滋
米州総代表
Mitsui Chemicals America社長

常務執行役員(＊) 大多和　保彦 （株）プライムポリマー社長

常務執行役員 淡輪　敏 基礎化学品事業本部長

執行役員(＊) 藤田　照典 三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター社長

執行役員 越部　実 機能化学品事業本部長

執行役員(＊) 武澤　薫 Mitsui Chemicals Asia Pacific 社長

執行役員 植竹　隆夫 大牟田工場長

執行役員 村山　巌 基礎化学品事業本部フェノール事業部長

執行役員 植木 健治 関係会社統括部長

執行役員 那和　保志 ニュービジネス推進室長

執行役員 池田　俊治 市原工場長

執行役員 森田　壮平 ウレタン事業本部長

執行役員 田崎　幹雄 大阪工場長

執行役員 生坂　敏行 機能樹脂事業本部長

執行役員 久保　雅晴 総務部長

執行役員 神尾　泰宏 加工品事業本部長

執行役員 鮎川　彰雄 石化事業本部長

執行役員 原　茂　　 岩国大竹工場長

執行役員 川上　康夫 経理部長

執行役員 小川　伸二 研究本部長

執行役員 市村　彰浩 人事部長

三井化学株式会社　社長補佐及び執行役員業務分担（２０１１年６月２４日付）　

（＊）執行役員待遇嘱託



理事 藤井　千敏 三井化学東セロ（株）常勤監査役

理事 三戸　邦郎 研究本部知的財産部長

理事 小合　佳正 加工品事業本部加工品開発部長

理事 木岡　護
機能化学品事業本部ライセンス事業部長
兼同本部精密化学品事業部長

理事 山田　昌和 三井化学産資（株）社長

理事 田原　良治 下関三井化学（株）社長

理事 加藤　興史 三井・デュポン ポリケミカル（株）取締役

理事 金井　健彦 三井化学アグロ（株）社長

理事 萩原　健二郎 名古屋支店長

理事 谷　和功 機能化学品事業本部ヘルスケア材料事業部長

理事 平田　文明
ウレタン事業本部副本部長
兼同本部ウレタン開発部長

理事 松尾　英喜 生産・技術本部副本部長

理事 福田　伸 新材料開発センター長

理事 林　貴司 （株）プライムポリマー取締役ポリプロピレン事業部長

理事 貝出　健
基礎化学品事業本部ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部長
兼SIAM MITSUI PTA CO.,LTD社長

理事 池田　隆安 生産・技術本部生産技術センター長

理事 湯浅　浩志 Mitsui　Chemicals　Shanghai　董事長　兼総経理

理事 藤牧　義久 名古屋工場長

理事 志手　啓ニ 経営企画部長

理事 西山　泰倫
事業本部担当取締役補佐
兼機能化学品事業本部企画管理部長

三井化学株式会社　理事業務分担（２０１１年６月２４日付）　



執行役員 鮎川　彰雄 専務取締役 鈴木　基市
石化原料事業部 鈴木　道隆 (副) 細見　泰弘
（（株）プライムポリマー） 常務執行役員待遇嘱託 大多和　保彦
企画管理部 真野　純一 執行役員待遇嘱託 藤田　照典

(副) 飯田　司
袖ケ浦総務・安全・環境部 青木　伸一

常務執行役員 淡輪　敏
フェノール事業部 執行役員 村山　巌 執行役員 小川　伸二

(副) 東　政明　 知的財産部 理事 三戸　邦郎
ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部 理事 貝出　健 触媒科学研究所 田脇　新一郎

(副) 吉住　文男 マテリアルサイエンス研究所 山本　喜博
工業薬品事業部 粕谷　俊昭

(副) 木下　雅幸 常務取締役 竹本　元
企画管理部 伊東　正生 理事 (副) 松尾　英喜

生産・技術企画部 脇村　和生
執行役員 森田　壮平 生産安全・環境部 森山　義晴
理事 (副) 平田　文明 エンジニアリング部 綱島　宏

ポリウレタン材料事業部 安東　真司 海外技術部 奥　義範
(副) 宮﨑　嗣博 生産技術センター 理事 池田　隆安

コーティング・機能材事業部 川本　誠之 (副) 小畑　敦生
企画管理部 石丸　裕康

(副) 小島　順一 鹿島工場 田中　敏明
ウレタン開発部 理事 (兼) 平田　文明 市原工場 執行役員 池田　俊治

(副) 土井　正彦
執行役員 生坂　敏行 名古屋工場 理事 藤牧　義久

エラストマー事業部 佐藤　幸一郎 大阪工場 執行役員 田崎　幹雄
機能性コンパウンド事業部 大島　聖爾 岩国大竹工場 執行役員 原　茂
機能性ポリマー事業部 橘　 明宏 大牟田工場 執行役員 植竹　隆夫
（Mitsui Elastomers Singapore） 小守谷　敦
企画管理部 中島　一 レスポンシブルケア部 北野　信宏
機能樹脂開発部 星野　太 品質保証部 下須賀　康壽

ＳＣＭ推進部 小久江　晴子
執行役員 神尾　泰宏

機能性フィルム事業部 高橋　泰　 購買部 土亀　英昭
不織布事業部 高橋　賢作 (副) 小林　英介
（三井化学東セロ（株）） 宮脇　良治 物流部 大嶋　均
企画管理部 宮内　伸

(副) 橋本　修 総務部 執行役員 久保　雅晴
加工品開発部 理事 小合　佳正 (副) 斉藤　孝

(副) 広瀬　敏行 法務部 松永　秋彦

執行役員 越部　実 人事部 執行役員 市村　彰浩
精密化学品事業部 理事 (兼) 木岡　護 (副) 髙木　岳彦

(副) 田中　久義
ヘルスケア材料事業部 理事 谷　和功 経営企画部 理事 志手　啓二

(副) 末松　伸也
ライセンス事業部 理事 木岡　護 関係会社統括部 執行役員 植木　健治

(副) 相根　敏裕
（三井化学アグロ（株）） 理事 金井  健彦 経理部 執行役員 川上　康夫
企画管理部 理事 西山　泰倫 (副) 黒川　知則

(副) 前川　攻 システム部 目黒　洋之
(副) 志賀　聡 (副) 木村　博

機能化学品開発部 金村　芳信
ＣＳＲ推進部 山崎　真

平原　彰男
ＩＲ・広報部 裾分　啓士

理事 福田　伸
(副) 昇　忠仁 専務取締役 大村　康二

(副) 井上　雅弘
執行役員 那和　保志

(副) 尾立　維博

名古屋支店 理事 萩原　健二郎
大阪支店 平原　光

(副) 新井　圭一
福岡支店 佐藤　泰二

社長補佐 得丸　洋
社長補佐 中川　淳一
社長補佐 諫山　滋

（Mitsui Chemicals Asia Pacific） 執行役員待遇嘱託 武澤　薫
（Mitsui Chemicals Shanghai） 理事 湯浅　浩志
（Mitsui Chemicals America） 社長補佐 （兼） 諫山　滋
（Mitsui Chemicals Europe） 中嶋　靖

米州総代表

新材料開発センター

ニュービジネス推進室

欧州総代表
中国総代表

ウ レ タ ン 事 業 本 部

基 礎 化 学 品 事 業 本 部

三井化学株式会社　部門長・部長一覧（２０１１年６月２４日）

組　　　織 氏　　　名 組　　　織 氏　　　名

新自動車材開発室

内 部 統 制 室

Ｒ ＆ Ｄ 戦 略 室

（三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター）

石 化 事 業 本 部

研 究 本 部

生 産 ・ 技 術 本 部

機 能 化 学 品 事 業 本 部

加 工 品 事 業 本 部

機 能 樹 脂 事 業 本 部

（参考）
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