
執行役員 西山　泰倫 常務執行役員 星野　太

ビジョンケア材料事業部 理事 鶴田　智 Ｒ＆Ｄ戦略室 常務執行役員 （兼） 星野　太

パーソナルケア材料事業部 田中　久義 （副） 扇澤　雅明

不織布事業部 理事 橘　明宏 （Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre） 伊藤　潔

企画管理部 稲垣　隆之 合成化学品研究所 高井　敏浩

（副） 佐々木　一郎

常務執行役員 下郡　孝義 高分子材料研究所 岡部　雅行

エラストマー事業部 理事 簗瀬　浩一 機能材料研究所 浦川　俊也

（副） 坂本　晃大 新事業開発研究所 森　峰寛

機能性コンパウンド事業部 矢ケ崎　英徳 （副） 二井　雅人

機能性ポリマー事業部 平岩　健司 生産技術研究所 理事 小畑　敦生

（Mitsui Elastomers Singapore） 理事 （兼） 簗瀬　浩一 先端解析研究所 柿ケ野　武明

（副） 奥山　岳男 Ｒ＆D管理部 青木　伸一

コンパウンド管理室 仁木　康博

企画管理部 小守谷　敦 知的財産部 山本　喜博

副社長執行役員 越部　　実 常務執行役員 松尾　英喜

コーティング・機能材事業部 前濱　充宏 生産・技術企画部 理事 細見　泰弘

（三井化学東セロ（株）） 執行役員待遇嘱託 藤牧　義久 エンジニアリングセンター 理事 岡野　俊博

（三井化学アグロ（株）） 谷　和功 海外技術部 （兼） 川人　光一郎

執行役員待遇嘱託 （副） 小澤　敏 (副) 松村　秀司

企画管理部 加藤　良二 安全・環境技術部 出口　敦

（副） 志賀　聡

（副） 浅見　和範 加工品事業支援センター 理事 （兼） 高木　岳彦

副社長執行役員 大村　康二 鹿島工場 内藤　隆夫

執行役員 （副） 真野　純一 市原工場 執行役員 飯田　司

執行役員 （副） 芳野　正 理事 (副) 岩永　徳幸

フェノール事業部 理事 木下　雅幸 名古屋工場 理事 高木　岳彦

(副・兼) 東　政明　 大阪工場 執行役員 綱島　宏

ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部 伊沢　一雅 岩国大竹工場 執行役員 永松　茂樹

工業薬品事業部 小川　隆徳 大牟田工場 執行役員 裾分　啓士

石化原料事業部 岡本　和人

ライセンス事業部 川人　光一郎 ＲＣ・品質保証部 執行役員 小川　伸二

（（株）プライムポリマー） 常務理事待遇嘱託 貝出　健 (副) 金村　芳信

（Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes） 理事 柴田　真吾

企画管理部 吉住　文男 購買部 酒井　郁典

(副) 舩越　広充 （副） 保谷　良隆

物流部 理事 渡辺　晃彦

新ヘルスケア事業開発室 執行役員 （兼） 西山　泰倫 （副） 末弘　晴男

（副・兼）稲垣　隆之

総務・法務部 理事 松永　秋彦

新モビリティ事業開発室 執行役員 平原　彰男 （副） 前田　光俊

次世代事業開発室 執行役員 福田　伸 人事部 執行役員 安藤　嘉規

（副） 菅原　好子

経営企画部 執行役員 橋本　修

ロボット材料事業開発室 石丸　裕康 （副） 右田　健

名古屋支店 理事 平原　光 関係会社統括部 松崎　宏

大阪支店 理事 湯浅　浩志

福岡支店 板倉　信之 Ｈ－プロジェクト室 中島　祥行

アジア総代表 理事 松坂　繁治 経理部 理事 中島　一

中国総代表 常務理事 福山　裕二

米州総代表 執行役員 佐藤　幸一郎 システム部 原添　博文

欧州総代表 執行役員 市村　彰浩

コーポレートコミュニケーション部 理事 小久江　晴子

（Mitsui Chemicals Asia Pacific） 理事 （兼） 松坂　繁治 （副） 小林　豊

（Mitsui Chemicals China） 常務理事 （兼） 福山　裕二 （副） 吉田　修

（Mitsui Chemicals America） 執行役員 （兼） 佐藤　幸一郎

（Mitsui Chemicals Europe） 執行役員 （兼） 市村　彰浩 業務効率化プロジェクト推進室 香本　敏博

理事 西尾　寛内 部 統 制 室

基 盤 素 材 事 業 本 部

モ ビ リ テ ィ 事 業 本 部

フ ー ド ＆ パ ッ ケ ー ジ ン グ 事 業 本 部 生 産 ・ 技 術 本 部

三井化学株式会社　部門長・部長一覧（２０１６年４月１日）

組　　　織 氏　　　名 組　　　織 氏　　　名

ヘ ル ス ケ ア 事 業 本 部 研 究 開 発 本 部

（参考） 


