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２０２１年２月２６日 

各 位 

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

 

役員等の人事異動について 

 

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社・ＥＮＥＯＳ株式会社（社長：大田 勝幸）の役員等の人事異動

について、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．副社長の人事 

日付 氏名 現 新 

4月

1日 
横井 敬和 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

― 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（供給計画部・需給部・

原油外航部・物流管理部・  

販売企画部・リテールサポート部・

広域販売部・産業エネルギー部・ 

新規事業デザイン部・化学品企画部・ 

オレフィン部・アロマ部・支店） 

新規事業デザイン部 管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（供給計画部・需給部・ 

原油外航部・物流管理部・販売企画部・ 

リテールサポート部・広域販売部・ 

産業エネルギー部・新規事業デザイン部・ 

基礎化学品企画部・基礎化学品販売部・ 

支店） 

新規事業デザイン部 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
岩瀬 淳一 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

（環境安全部・品質保証部） 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

（環境安全部・品質保証部） 

― 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（環境安全部・品質保証部・

再生可能エネルギー事業部・製造部・

工務部・技術計画部・水素事業推進部・

ＦＣサポート室・中央技術研究所・ 

製油所・製造所） 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（環境安全部・品質保証部・

製造部・工務部・技術計画部・ 

水素事業推進部・ＦＣサポート室・

潤滑油カンパニー・中央技術研究所・

製油所・製造所） 

委嘱業務

の変更 
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日付 氏名 現 新 

4月

1日 
安達 博治 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

ＣＤＯ 社長補佐 

（経営企画部・ＥＳＧ推進部・ 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部管掌 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役  

委嘱業務

の変更 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員  

ＣＤＯ 社長補佐（経営企画部・ 

ＥＳＧ推進部・ＩＴ戦略部・ 

未来事業推進部・海外事業企画部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
谷田部 靖 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（秘書部・監査部・ 

内部統制部・経理部・財務ＩＲ部・ 

人事部・広報部・総務部・法務部・ 

危機管理部・調達戦略部） 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（秘書部・経営企画部・ 

経理部・財務部・ 

インベスター・リレーションズ部・

人事部・総務部・法務部） 

秘書部 管掌 

委嘱業務

の変更 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（秘書部・監査部・内部統制部・

経理部・財務ＩＲ部・人事部・広報部・

総務部・法務部・危機管理部・ 

調達戦略部・ 

リソーシズ＆パワーカンパニー・

潤滑油カンパニー・機能材カンパニー） 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（秘書部・経営企画部・経理部・

財務部・インベスター・リレーションズ部・

人事部・総務部・法務部・海外事業企画部・

リソーシズ＆パワーカンパニー） 

秘書部 管掌 

委嘱業務

の変更 
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日付 氏名 現 新 

4月

1日 
齊藤 猛 

― 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

副社長執行役員 ＣＤＯ  

社長補佐（監査部・内部統制部・ 

広報部・ＩＴ戦略部・危機管理部・

調達戦略部・未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部  

管掌 

新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

販売企画部・リテールサポート部・ 

広域販売部・産業エネルギー部・ 

支店 管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

副社長執行役員 ＣＤＯ  

社長補佐（監査部・内部統制部・ 

広報部・ＩＴ戦略部・危機管理部・ 

調達戦略部・未来事業推進部・ 

機能材カンパニー） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 

管掌 

昇任 

委嘱業務

の変更 

 

２．常務執行役員の人事 

（１）ＥＮＥＯＳホールディングス（株）とＥＮＥＯＳ（株）を兼任する常務執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

3月

31日 
田口 聡 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

秘書部・人事部・総務部・法務部・ 

危機管理部・調達戦略部 管掌 ― 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

秘書部・人事部・総務部・法務部・

危機管理部・調達戦略部 管掌 

3月

31日 
中原 俊也 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

経営企画部・ＥＳＧ推進部 管掌 ＪＸ石油開発（株） 

取締役 副社長執行役員 
退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

経営企画部・ＥＳＧ推進部・ 

海外事業企画部 管掌 
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日付 氏名 現 新 

3月

31日 
佐藤 能央 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部 管掌 ― 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部 管掌 

4月

1日 
木村 裕之 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

環境安全部・品質保証部 管掌 

― 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

環境安全部・品質保証部・ 

再生可能エネルギー事業部  

管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

製造部・工務部・技術計画部・ 

製油所・製造所 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
田中 聡一郎 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

経理部・財務ＩＲ部・広報部  

管掌 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

経理部・財務部・ 

インベスター・リレーションズ部・

広報部・危機管理部 管掌 

委嘱業務

の変更 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

経理部・財務ＩＲ部・広報部 

管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

経理部・財務部・ 

インベスター・リレーションズ部 ・

広報部・危機管理部 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
染谷 喜幸 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 調達戦略部長 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部・調達戦略部・

環境安全部・品質保証部 管掌 

昇任 

委嘱業務

の変更 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 調達戦略部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部・調達戦略部・ 

環境安全部・品質保証部 管掌 

昇任 

委嘱業務

の変更 
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日付 氏名 現 新 

4月

1日 
椎名 秀樹 

― 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

経営企画部・人事部・総務部・ 

法務部 管掌 

新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

供給計画部・需給部・ 

原油外航部・物流管理部  

管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

経営企画部・人事部・総務部・ 

法務部・海外事業企画部 管掌 

委嘱業務

の変更 

 

（２）ＥＮＥＯＳ（株）常務執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

4月 

1日 
横田 宏幸 

常務執行役員 

化学品企画部・オレフィン部・ 

アロマ部 管掌 

常務執行役員 

基礎化学品企画部・基礎化学品販売部 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月 

1日 
江澤 和彦 

常務執行役員 

製造部・工務部・技術計画部・ 

製油所・製造所 管掌 

常務執行役員 

供給計画部・需給部・原油外航部・ 

物流管理部 管掌   

委嘱業務

の変更 

3月 

31日 
下村 啓 

常務執行役員 

川崎製油所長 

大阪国際石油精製（株） 

  代表取締役社長 退任 

4月 

1日 
加藤 英治 

常務執行役員 

麻里布製油所長 

常務執行役員 

川崎製油所長 

委嘱業務

の変更 

4月 

1日 
西川 慎二 執行役員 販売企画部長 

常務執行役員 

販売企画部・リテールサポート部・ 

広域販売部・産業エネルギー部・ 

支店 管掌 

昇任 

委嘱業務

の変更 
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３．執行役員の人事 

（１）ＥＮＥＯＳホールディングス（株）とＥＮＥＯＳ（株）を兼任する執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

4月

1日 
寺本 光司 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 環境安全部長 
― 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 環境安全部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 麻里布製油所長 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
松本 啓介 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 広報部長 
― 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 広報部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 中部支店長 

委嘱業務

の変更 

4月

1日 
君島 崇史 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

人事部長 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 人事部長 
新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

人事部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 人事部長 
新任 

 

（２）ＥＮＥＯＳ（株）執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

3月 

31日 
岩崎 努 執行役員 化学品企画部長 

（株）ＥＮＥＯＳ ＮＵＣ 

取締役副社長 
退任 

3月 

31日 
大浜 健 執行役員 東北支店長 

（株）ジャパンガスエナジー 

代表取締役社長 
退任 

3月 

31日 
西村 伸吾 執行役員 中国総代表 社長付 退任 
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日付 氏名 現 新 

3月 

31日 
藤原 佳代 執行役員 原油外航部長 

ＥＮＥＯＳオーシャン（株） 

取締役 常務執行役員 
退任 

3月 

31日 
大石 和宏 執行役員 関東第１支店長 

（株）ＥＮＥＯＳフロンティア 

取締役副社長 
退任 

3月 

31日 
野村 隆治 執行役員 大阪第１支店長 

（株）ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 

代表取締役社長 
退任 

3月 

31日 
本田 貴浩 執行役員 中国支店長 

（株）ＥＮＥＯＳサンエナジー 

取締役副社長 
退任 

3月 

31日 
広瀬 潤一 執行役員 九州支店長 

（株）ＥＮＥＯＳサンエナジー 

代表取締役社長 
退任 

4月 

1日 
六車 幸哲 執行役員 需給部長 執行役員 物流管理部長 

委嘱業務

の変更 

4月 

1日 
宮澤 章 執行役員 製造部長 執行役員 大分製油所長 

委嘱業務

の変更 

4月 

1日 
米原 秀和 北海道支店長 執行役員 北海道支店長 新任 
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日付 氏名 現 新 

4月 

1日 
田中 秀明 技術計画部 担当部長 執行役員 工務部長 新任 

4月 

1日 
業天 浩二 再生可能エネルギー事業部長 

執行役員  

リソーシズ＆パワーカンパニー 

再生可能エネルギー事業部長 

新任 

4月 

1日 
田中 信昭 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部長 
執行役員 九州支店長 新任 

4月 

1日 
天野 寿人 新規事業デザイン部長 執行役員 新規事業デザイン部長 新任 

4月 

1日 
靍 能治 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気ガス販売部長 

執行役員 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気ガス販売部長 

新任 

4月 

1日 
香月 有佐 関東第３支店長 執行役員 関東第３支店長 新任 

4月 

1日 
木村 謙 経営企画部 副部長 執行役員 ベトナム総代表 新任 

4月 

1日 
川崎 靖弘 

潤滑油カンパニー 

潤滑油販売部長 
執行役員 大阪第２支店長 新任 
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日付 氏名 現 新 

4月 

1日 
長島 茂則 東京支店長 執行役員 東京支店長 新任 

 

４．部長級の人事 

 

（１）ＥＮＥＯＳホールディングス（株）とＥＮＥＯＳ（株）の合同部 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 栗原 宗一郎 内部統制部長 
（株）ＥＮＥＯＳフロンティア 

出向 

4月 1日 寺戸 奈穂子 経営企画部 副部長 インベスター・リレーションズ部長 

4月 1日 布野 敦子 ＥＳＧ推進部長 広報部長 

4月 1日 大類 修 
経理部 副部長 兼 

決算１グループマネージャー 
財務部長 

4月 1日 團 徹太郎 財務ＩＲ部長 
ＥＮＥＯＳ（株） 

中国総代表 

4月 1日 宮崎 仁志 人事部 副部長 内部統制部長 

4月 1日 佐々木 徹 法務部長 （株）ＮＩＰＰＯ 出向 

4月 1日 志々目 隆則 法務部 副部長 法務部長 

4月 1日 入 龍彌 危機管理部長 日新商事（株）出向 

4月 1日 成清 敬介 品質保証部 副部長 
ＥＮＥＯＳ（株） 

ＦＣサポート室長 
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（２）ＥＮＥＯＳ（株） 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 手島 政嘉 製造部 副部長 和歌山製油所長 

4月 1日 吉川 朋孝 工務部長 調達戦略部長（合同部） 

4月 1日 昆野 哲哉 工務部 副部長 環境安全部長（合同部） 

4月 1日 海野 真悟 供給計画部 副部長 原油外航部長 

4月 1日 勝田 誠 供給計画部 副部長 
潤滑油カンパニー 

潤滑油需給部長 

4月 1日 杉本 伸之 物流管理部長 需給部長 

4月 1日 藤森 達男 販売企画部 副部長 関東第１支店長 

4月 1日 兵働 毅 リテールサポート部 副部長 中国支店長 

4月 1日 安村 巌 オレフィン部長 サンアロマー（株） 出向 

4月 1日 大木 倫太郎 アロマ部 副部長 基礎化学品販売部長 

4月 1日 越後谷 昌弘 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ＲＰＣ企画部長 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部長 

4月 1日 西村 喜法 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ＲＰＣ企画部 副部長 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

ＲＰＣ企画部長 
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日付 氏名 現 新 

4月 1日 篠崎 稔 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ガス事業部 副部長 

機能材カンパニー 

機能材事業企画部長 

4月 1日 武田 道義 
潤滑油カンパニー 

潤滑油需給部長 
横浜製造所長 

4月 1日 吉森 康陽 
潤滑油カンパニー 

潤滑油販売部 副部長 

潤滑油カンパニー 

潤滑油販売部長 

4月 1日 依田 英二 
機能材カンパニー 

機能材研究開発部長 

機能材カンパニー 

フェロー 

4月 1日 青柳 健一 
機能材カンパニー 

機能材研究開発部 副部長 

機能材カンパニー 

機能材研究開発部長 

4月 1日 神田 慶 中央技術研究所 技術戦略室長 基礎化学品企画部長 

4月 1日 山口 敦治 和歌山製油所長 製造部長 

4月 1日 堀江 幸郎 北海道支店 副支店長 危機管理部長（合同部） 

4月 1日 小池 泰弘 中部支店長 販売企画部長 

4月 1日 浜田 国揮 大阪第２支店長 大阪第１支店長 

4月 1日 佐藤 克之 中国支店 副支店長 東北支店長 

4月 1日 木暮 和幸 （株）ＮＵＣ 出向 
機能材カンパニー 

機能材販売部長 
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５．ＥＮＥＯＳホールディングス（株）主要グループ会社の社長人事 

（１）ＪＸビジネスサービス（株）※ 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 陶久 昌明 代表取締役社長 ＥＮＥＯＳ（株） 社長付 

※ＪＸビジネスサービスは 2021年 4月 1日付でＥＮＥＯＳ（株）に吸収合併 

 

（２）ＥＮＥＯＳ不動産（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 山本 一郎 代表取締役社長 退任 

4月 1日 丹羽 逸夫 副社長取締役 代表取締役社長 

 

（３）ＥＮＥＯＳキャリアサポート（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 諸角 康弘 代表取締役社長 
（株）ＥＮＥＯＳスカイサービス 

監査役（常勤） 

4月 1日 鈴木 隆次 

ＥＮＥＯＳ（株） 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部 副部長 
代表取締役社長 

 

６．ＥＮＥＯＳ（株）主要グループ会社の社長人事 

（１）（株）ＥＮＥＯＳフロンティア 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 花谷 清 代表取締役社長 退任 

4月 1日 石川 正之 取締役副社長 代表取締役社長 
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（２）（株）ＥＮＥＯＳサンエナジー 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 原 享 代表取締役社長 退任 

4月 1日 広瀬 潤一 
ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 九州支店長 
代表取締役社長 

 

（３）（株）ジャパンガスエナジー 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 吉田 正俊 代表取締役社長 退任 

4月 1日 大浜 健 
ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 東北支店長 
代表取締役社長 

 

（４）大阪国際石油精製（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 竹下 嘉昭  代表取締役社長 退任 

4月 1日 下村 啓 
ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 川崎製油所長 
代表取締役社長 

 

（５）（株）ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 宮澤 清 代表取締役社長 
ＥＮＥＯＳトレーディング（株） 

取締役 常務執行役員 

4月 1日 野村 隆治 
ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 大阪第１支店長 
代表取締役社長 
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（６）（株）ＥＮＥＯＳスカイサービス 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 稲葉 愼司 代表取締役社長 退任 

4月 1日 森田 麗 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

人事部 勤労グループマネージャー 

ＥＮＥＯＳ（株） 

人事部 勤労グループマネージャー 

代表取締役社長 

 

以  上 

 

＜参考資料＞ＥＮＥＯＳホールディングス（株）およびＥＮＥＯＳ（株）の役員体制 

（2021年 4月 1日付） 

 

＜別紙＞その他の人事異動について 



＜参考資料１＞

杉森　務 代表取締役会長　グループＣＥＯ 代表取締役

大田　勝幸 代表取締役社長　社長執行役員 代表取締役社長　社長執行役員

横井　敬和
取締役　副社長執行役員
社長補佐

取締役　副社長執行役員
社長補佐（供給計画部・需給部・原油外航部・
物流管理部・販売企画部・リテールサポート部・
広域販売部・産業エネルギー部・
新規事業デザイン部・基礎化学品企画部・
基礎化学品販売部・支店）
新規事業デザイン部　管掌

岩瀬　淳一
取締役　副社長執行役員
社長補佐（環境安全部・品質保証部）

取締役　副社長執行役員
社長補佐（環境安全部・品質保証部・
製造部・工務部・技術計画部・水素事業推進部・
ＦＣサポート室・潤滑油カンパニー・
中央技術研究所・製油所・製造所）

谷田部　靖

取締役　副社長執行役員
社長補佐（秘書部・経営企画部・経理部・財務部・
インベスター・リレーションズ部・人事部・
総務部・法務部）
秘書部　管掌

取締役　副社長執行役員
社長補佐（秘書部・経営企画部・経理部・財務部・
インベスター・リレーションズ部・人事部・
総務部・法務部・海外事業企画部・
リソーシズ＆パワーカンパニー）
秘書部　管掌

安達　博治 取締役 取締役

細井　裕嗣
取締役（非常勤）
　　ＪＸ石油開発（株）
　　代表取締役社長　社長執行役員

―

村山　誠一
取締役（非常勤）
　　ＪＸ金属（株）
　　代表取締役社長　社長執行役員

―

大田　弘子 社外取締役 ―

大塚　陸毅 社外取締役 ―

宮田　賀生 社外取締役 ―

〈監査等委員である取締役〉 〈監査役〉

加藤　仁 取締役（常勤監査等委員） 監査役（常勤）

太内　義明 取締役（常勤監査等委員） 監査役（常勤）

西岡　清一郎 社外取締役（監査等委員） ―

三屋　裕子 社外取締役（監査等委員） ―

岡　俊子 社外取締役（監査等委員） ―

ＥＮＥＯＳホールディングス（株）およびＥＮＥＯＳ（株）の役員体制

（２０２１年４月１日付）

〈監査等委員でない取締役〉 〈取締役〉

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） ＥＮＥＯＳ（株）



〈取締役を兼務しない執行役員〉 〈取締役を兼務しない執行役員〉

齊藤　猛

副社長執行役員　ＣＤＯ
社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・
ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・
未来事業推進部）
ＩＴ戦略部・未来事業推進部　管掌

副社長執行役員　ＣＤＯ
社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・
ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・
未来事業推進部・機能材カンパニー）
ＩＴ戦略部・未来事業推進部　管掌

宮田　知秀 ー
常務執行役員
水素事業推進部・ＦＣサポート室・中央技術研究所
管掌

横田　宏幸 ー
常務執行役員
基礎化学品企画部・基礎化学品販売部　管掌

河西　隆英 ー
常務執行役員
機能材カンパニー・プレジデント

小野田　泰 ー
常務執行役員
米州総代表

江澤　和彦 ー
常務執行役員
供給計画部・需給部・原油外航部・物流管理部
管掌

小西　徹 ー
常務執行役員
潤滑油カンパニー・プレジデント

加藤　英治 ー
常務執行役員
川崎製油所長

椎名　秀樹
常務執行役員
経営企画部・人事部・総務部・法務部　管掌

常務執行役員
経営企画部・人事部・総務部・法務部・
海外事業企画部　管掌

木村　裕之 ー
常務執行役員
製造部・工務部・技術計画部・製油所・製造所
管掌

孫　正利 ー
常務執行役員
水島製油所長

井上　啓太郎 ー
常務執行役員
リソーシズ＆パワーカンパニー・プレジデント

田中　聡一郎
常務執行役員
経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部
・広報部・危機管理部　管掌

常務執行役員
経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部
・広報部・危機管理部　管掌

染谷　喜幸
常務執行役員
監査部・内部統制部・調達戦略部・環境安全部・
品質保証部　管掌

常務執行役員
監査部・内部統制部・調達戦略部・環境安全部・
品質保証部　管掌

西川　慎二 ー
常務執行役員
販売企画部・リテールサポート部・広域販売部・
産業エネルギー部・支店　管掌

西村　純一 ー 執行役員　中央技術研究所副所長

藤山　優一郎 ー 執行役員　中央技術研究所長

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） ＥＮＥＯＳ（株）



矢崎　靖典 執行役員　未来事業推進部長 執行役員　未来事業推進部長

原　　敬 ー 執行役員　根岸製油所長

下屋敷　武 執行役員　IT戦略部長 執行役員　IT戦略部長

福田　昭浩 ー 執行役員　関東第２支店長

四谷　九吾 執行役員　経理部長 執行役員　経理部長

寺本　光司 ー 執行役員　麻里布製油所長

飯塚　修 ー
執行役員　東南アジア・豪州総代表　兼
　　　　　シンガポール事務所長

塩田　智夫 ー 執行役員　水素事業推進部長

六車　幸哲 ー 執行役員　物流管理部長

松本　啓介 ー 執行役員　中部支店長

宮澤　章 ー 執行役員　大分製油所長

岡　真司 ー 執行役員　欧州・中東・アフリカ総代表

須永　耕太郎 執行役員　経営企画部長 執行役員　経営企画部長

片岡　尚 ー 執行役員　供給計画部長

米原　秀和 ー 執行役員　北海道支店長

田中　秀明 ー 執行役員　工務部長

業天　浩二 ー
執行役員　リソーシズ＆パワーカンパニー
　　　　　再生可能エネルギー事業部長

田中　信昭 ー 執行役員　九州支店長

天野　寿人 ー 執行役員　新規事業デザイン部長

靍　能治 ー
執行役員　リソーシズ＆パワーカンパニー
　　　　　電気ガス販売部長

君島　崇史 執行役員　人事部長 執行役員　人事部長

香月　有佐 ー 執行役員　関東第３支店長

木村　謙 ー 執行役員　ベトナム総代表

川崎　靖弘 ー 執行役員　大阪第２支店長

長島　茂則 ー 執行役員　東京支店長



日付 氏名 現 新

2021/4/1 高田　隆史 秘書部秘書１グループマネージャー リテールサポート部リテール総括グループマネージャー

2021/4/1 小池　隆央 秘書部秘書２グループマネージャー 人事部人材開発グループマネージャー

2021/4/1 中山　隆典 秘書部秘書２グループ 秘書部秘書２グループマネージャー

2021/4/1 秦　秀治 監査部副部長 基礎化学品企画部副部長

2021/4/1 菅生　一衛 監査部内部監査１グループマネージャー 監査部副部長

2021/4/1 石川　博之 監査部内部監査３グループマネージャー 監査部内部監査１グループマネージャー

2021/4/1 小森　新一
経営企画部副部長
兼　経営企画部第５グループマネージャー

経営企画部副部長

2021/4/1 長島　拓司
経営企画部副部長
兼　経営企画部第６グループマネージャー

経営企画部副部長

2021/5/1 長沼　亨
経営企画部副部長
兼　経営企画部Ｍ＆Ａサポートグループマネージャー

経営企画部副部長

2021/4/1 齋藤　明久 経営企画部第２グループマネージャー ＥＮＥＯＳ　Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 松永　玲美 経営企画部第２グループ 川崎製油所総務２グループマネージャー

2021/4/1 岡田　隆史 経営企画部第３グループマネージャー
機能材カンパニー
機能材事業企画部副部長

2021/4/1 吉田　竜彦 経営企画部第３グループ
機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材構造改革グループマネージャー

2021/4/1 鈴木　政洋 経営企画部第３グループ 大分製油所発電動力グループマネージャー

2021/4/1 石田　雄三 経営企画部第４グループマネージャー 経理部予算グループマネージャー

2021/4/1 伊志嶺　朝博 経営企画部第５グループ 経営企画部第５グループマネージャー

2021/4/1 笠井　靖隆 経営企画部第７グループマネージャー 経営企画部第４グループマネージャー

2021/4/1 小杉　華子 経営企画部企画・渉外グループ 広報部宣伝グループマネージャー

2021/4/1 佐藤　孝喜 経営企画部政策グループ
大阪国際石油精製（株）出向
（経営企画部総務グループマネージャー）

2021/4/1 本田　真人 経営企画部政策グループ 大阪第１支店総務グループマネージャー

2021/4/1 東城　安紀栄 ＥＳＧ推進部副部長 インベスター・リレーションズ部副部長

2021/4/1 鈴木　佐敏 ＥＳＧ推進部ＥＳＧ推進１グループマネージャー 経営企画部ＥＳＧ戦略グループマネージャー

2021/4/1 新井　千絵 ＥＳＧ推進部ＥＳＧ推進２グループマネージャー
インベスター・リレーションズ部
ＥＳＧコミュニケーショングループマネージャー

2021/4/1 仲鉢　也寸志 経理部副部長
経理部副部長
兼　経理部業績管理グループマネージャー

2021/5/1 仲鉢　也寸志
経理部副部長
兼　経理部業績管理グループマネージャー

　経理部副部長

2021/4/1 出口　学
経理部副部長
兼　経理部固定資産グループマネージャー

経理部副部長
兼　経理部ＣｏＭＰＡＳＳ会計３グループマネージャー

2021/4/1 中村　琢磨 経理部業績管理グループマネージャー 経営企画部副部長

＜別紙＞　その他の人事異動について
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日付 氏名 現 新

2021/4/1 本山　和久 経理部税務グループマネージャー
経理部副部長
兼　経理部税務グループマネージャー

2021/4/1 鹿野　直史 経理部予算グループマネージャー
経理部副部長
兼　経理部決算１グループマネージャー

2021/5/1 高橋　英樹 経理部決算１グループ 東北支店総務グループマネージャー

2021/5/1 開沼　公雅 経理部決算１グループ 経理部業績管理グループマネージャー

2021/4/1 日暮　達也 経理部決算２グループマネージャー
経理部副部長
兼　経理部決算２グループマネージャー

2021/4/1 関野　允義 経理部決算３グループマネージャー 経理部ＣｏＭＰＡＳＳ会計１グループマネージャー

2021/4/1 仲村　浩 経理部販売棚卸グループマネージャー 経理部ＣｏＭＰＡＳＳ会計２グループマネージャー

2021/4/1 森田　正英 財務ＩＲ部副部長 財務部副部長

2021/4/1 横矢　真希 財務ＩＲ部財務グループマネージャー 財務部財務企画グループマネージャー

2021/4/1 井上　亮 財務ＩＲ部ＩＲグループマネージャー インベスター・リレーションズ部ＩＲグループマネージャー

2021/4/1 魚住　顕太郎 人事部人事グループマネージャー 関東第２支店業務グループマネージャー

2021/4/1 吉田　昌弘 人事部人材開発グループマネージャー 総務部副部長

2021/4/1 森田　麗 人事部勤労グループマネージャー （株）ＥＮＥＯＳスカイサービス　出向

2021/4/1 伊藤　文隆 人事部勤労グループ 人事部勤労グループマネージャー

2021/4/1 高尾　育郎 人事部海外人事グループマネージャー 人事部人事グループマネージャー

2021/4/1 山内　理恵 人事部海外人事グループ 人事部海外人事グループマネージャー

2021/4/1 中島　美代子 人事部ダイバーシティ推進グループマネージャー 中央技術研究所総務グループマネージャー

2021/4/1 今渕　敦子 広報部宣伝グループマネージャー 東京支店販売３グループマネージャー

2021/4/1 小林　仁 ＩＴ戦略部ＥＲＰ業務改革１グループ
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油計画グループマネージャー

2021/4/1 若松　裕章 総務部管財グループマネージャー 水島製油所事務副所長

2021/4/1 林　英樹 法務部副部長
法務部副部長
兼　法務部海外法務グループマネージャー

2021/4/1 高山　英己 法務部海外法務グループマネージャー ＥＮＥＯＳ　Ｏｉｌ　＆　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｓｉａ　Ｐｔｅ．　Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 内田　敦 法務部取締役事務グループマネージャー 麻里布製油所事務副所長

2021/4/1 神尾　典克 危機管理部ＢＣＭグループマネージャー 物流管理部神戸油槽所長

2021/4/1 池田　康一 調達戦略部副部長 レイズネクスト（株）　出向

2021/4/1 佐々木　諭 調達戦略部資材調達１グループマネージャー 調達戦略部調達戦略総括グループマネージャー

2021/4/1 増永　祐一 調達戦略部コーポレート調達グループマネージャー ＥＮＥＯＳトレーディング（株）　出向

2021/4/1 渡邊　洋毅 調達戦略部工事調達グループマネージャー 川崎製油所定修計画グループマネージャー
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2021/4/1 石原　永 品質保証部ＣＳ・品質総括グループマネージャー 品質保証部副部長

2021/4/1 大川　哲夫 品質保証部ＣＳ・品質総括グループ 品質保証部ＣＳ・品質総括グループマネージャー

2021/4/1 島貫　将司
未来事業推進部副部長
兼　未来事業推進部事業推進２グループマネージャー

未来事業推進部副部長
兼　未来事業推進部事業推進４グループマネージャー

2021/4/1 吉田　貴弘 未来事業推進部事業推進１グループマネージャー
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部副部長

2021/4/1 渡辺　一成 未来事業推進部事業推進３グループ 未来事業推進部事業推進１グループマネージャー

2021/4/1 浜田　利宏 海外事業企画部副部長
ＥＮＥＯＳ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ　出向
兼　Ｐｅｔｒｏ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 宗　忠則
海外事業企画部副部長
兼　海外事業企画部海外事業２グループマネージャー

海外事業企画部副部長

2021/4/1 宮田　龍 海外事業企画部海外事業１グループマネージャー
機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材企画グループマネージャー

2021/4/1 須藤　恭伴 海外事業企画部海外事業２グループ 海外事業企画部海外事業開発グループマネージャー

2021/4/1 高草木　健 海外事業企画部海外事業３グループマネージャー
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部副部長

2021/4/1 大野　真美 再生可能エネルギー事業部副部長
リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部副部長

2021/4/1 高江洲　昇 再生可能エネルギー事業部副部長
リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部副部長

2021/4/1 甲斐　航介 再生可能エネルギー事業部副部長 ＥＮＥＯＳ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ　出向

2021/4/1 安井　一行
再生可能エネルギー事業部再生可能エネルギー事業企画グループ
マネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部副部長

2021/4/1 岸川　淳二 再生可能エネルギー事業部再生可能エネルギー事業企画グループ
リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部
再生可能エネルギー事業企画グループマネージャー

2021/4/1 水野　環樹
再生可能エネルギー事業部
太陽光・陸上風力グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部国内電源開発グループマネージャー

2021/4/1 武田　望
再生可能エネルギー事業部海外再生可能エネルギーグループマネー
ジャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部
海外再生可能エネルギーグループマネージャー

2021/4/1 笹野　知剛 再生可能エネルギー事業部洋上風力グループマネージャー
リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部洋上風力グループマネージャー

2021/4/1 早瀬　康彦 製造部副部長 ＪＸアイティソリューション（株）　出向

2021/4/1 米山　実 製造部操業管理グループ 製造部新潟事業所長

2021/4/1 西　徹明 製造部教育訓練グループ 製造部船川事業所長

2021/4/1 千葉　修 製造部船川事業所長 日石レオン（株）　出向

2021/4/1 有田　幸信 製造部川崎事業所 製造部川崎事業所長

2021/4/1 高松　幹生 製造部大阪事業所 堺製油所製油技術グループマネージャー

2021/4/1 弘永　万人 製造部大阪事業所 製造部大阪事業所長

2021/4/1 岡本　直樹 製造部大阪事業所 麻里布製油所工務副所長
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2021/4/1 中里　欣央 工務部工務グループ 大分製油所環境安全グループマネージャー

2021/4/1 竹尾　和純 工務部工務グループ 工務部工務グループマネージャー

2021/4/1 山崎　誠人 工務部工務グループ 和歌山製油所設備保全グループマネージャー

2021/4/1 藤井　達也 工務部設備管理グループマネージャー 工務部副部長

2021/4/1 鷲津　大 工務部設備管理グループ 根岸製油所機械保全グループマネージャー

2021/4/1 緒方　龍 工務部設備管理グループ
大阪国際石油精製（株）　出向
(千葉製油所設備検査グループマネージャー）

2021/4/1 森　悦栄 工務部建築土木グループ 中央技術研究所工務・環境安全グループマネージャー

2021/4/1 三橋　達也 工務部システム計画グループ 麻里布製油所計装電気グループマネージャー

2021/4/1 椋木　伴弘 技術計画部副部長 サンアロマー（株）　出向

2021/4/1 本田　和久 技術計画部技術企画グループマネージャー 技術計画部副部長

2021/4/1 金子　貢 供給計画部供給最適化グループマネージャー 販売企画部販売計画グループマネージャー

2021/4/1 戸辺　忠邦 供給計画部供給最適化グループ 供給計画部供給最適化グループマネージャー

2021/4/1 山中　哲男 需給部海外製品グループマネージャー 経営企画部副部長

2021/4/1 池田　慎 需給部海外製品グループ 需給部海外製品グループマネージャー

2021/4/1 岩野　博文 需給部国内製品グループマネージャー 需給部製品業務グループマネージャー

2021/4/1 大久保　陽子 需給部国内製品グループ 需給部国内製品グループマネージャー

2021/4/1 日置　礼 需給部製品業務グループマネージャー 危機管理部ＢＣＭグループマネージャー

2021/4/1 武内　真也 原油外航部原油グループマネージャー ＥＮＥＯＳ　Ｏｉｌ　＆　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｓｉａ　Ｐｔｅ．　Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 鈴木　康之 原油外航部原油グループ 海外事業企画部海外事業１グループマネージャー

2021/4/1 竹村　信哉 原油外航部外航グループマネージャー 原油外航部原油グループマネージャー

2021/4/1 名和　克洋
物流管理部副部長
兼　物流管理部名古屋第２油槽所長

販売企画部副部長

2021/4/1 山田　亨 物流管理部内航グループマネージャー 物流管理部副部長

2021/4/1 野垣　渉 物流管理部内航グループ 物流管理部内航グループマネージャー

2021/4/1 阿波　竜太 物流管理部内航グループ 物流管理部市川油槽所長

2021/4/1 浦本　努 物流管理部基地管理グループマネージャー レイズネクスト（株）　出向

2021/4/1 中田　理咲子 物流管理部基地管理グループ 物流管理部基地管理グループマネージャー

2021/4/1 高木　修一 物流管理部市川油槽所長 レイズネクスト（株）　出向

2021/4/1 川村　義昭 物流管理部神戸油槽所長 （株）丸運　出向
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2021/4/1 近藤　陽平 販売企画部販売総括グループマネージャー リテールサポート部副部長

2021/4/1 八木橋　洋典 販売企画部販売計画グループマネージャー 経営企画部第３グループマネージャー

2021/4/1 埜夲　勝信 販売企画部配送企画グループマネージャー （株）丸運　出向

2021/4/1 任田　佐和子 販売企画部配送企画グループ 販売企画部受注配送２グループマネージャー

2021/4/1 長田　弘樹 販売企画部受注配送２グループマネージャー 販売企画部配送企画グループマネージャー

2021/4/1 斉田　真一 リテールサポート部副部長 関東第１支店副支店長

2021/4/1 黒羽　英明 リテールサポート部リテール総括グループマネージャー 関東第１支店販売１グループマネージャー

2021/4/1 狩野　哲也 リテールサポート部ＳＳ開発グループマネージャー （株）ＥＮＥＯＳウイング　出向

2021/4/1 荒木　亮介 広域販売部広域販売２グループマネージャー 秘書部秘書１グループマネージャー

2021/4/1 粥川　善広 広域販売部広域販売３グループマネージャー 大阪第２支店副支店長

2021/4/1 松村　優 産業エネルギー部産業エネルギー総括グループ 産業エネルギー部コークス・アスファルトグループマネージャー

2021/4/1 石川　香織 産業エネルギー部産業エネルギー総括グループ 産業エネルギー部航空燃料グループマネージャー

2021/4/1 丹下　富夫 産業エネルギー部海外販売総括グループマネージャー 産業エネルギー部海外総括グループマネージャー

2021/4/1 伯田　有一郎 産業エネルギー部航空燃料グループマネージャー
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部副部長

2021/4/1 篠原　充 産業エネルギー部コークス・アスファルトグループマネージャー ペトロコークス（株）　出向

2021/4/1 才木　誠 産業エネルギー部電力燃料グループマネージャー 電力広域的運営推進機関　出向

2021/4/1 戸口　隆富 新規事業デザイン部ＥＶサービスグループマネージャー
新規事業デザイン部副部長
兼　新規事業デザイン部ＥＶサービスグループマネージャー

2021/4/1 山澤　宏司 化学品企画部副部長 ＥＮＥＯＳオーシャン（株）　出向

2021/4/1 井口　健 化学品企画部副部長 中央技術研究所技術戦略室長

2021/4/1 高橋　真澄 化学品企画部副部長 （株）ＥＮＥＯＳ　ＮＵＣ　出向

2021/4/1 竹下　隆顯 化学品企画部副部長
機能材カンパニー
機能材研究開発部副部長

2021/4/1 向井　章 化学品企画部化学品企画グループマネージャー 基礎化学品企画部副部長

2021/4/1 林　哲也 化学品企画部化学品企画グループ 基礎化学品企画部基礎化学品企画グループマネージャー

2021/4/1 岡田　寿夫 化学品企画部化学品管理グループマネージャー 基礎化学品企画部基礎化学品管理グループマネージャー

2021/4/1 高田　茂樹 化学品企画部化学品海上需給グループマネージャー ＥＮＥＯＳ　Ａｍｅｒｉｃａｓ　Ｉｎｃ．　出向

2021/4/1 山本　秀樹 化学品企画部化学品海上需給グループ 基礎化学品企画部基礎化学品需給物流グループマネージャー

2021/4/1 高瀬　憲吾 化学品企画部化学品陸上業務グループマネージャー
機能材カンパニー
機能材販売部機能材需給物流グループマネージャー

2021/4/1 木下　彰人 オレフィン部副部長
機能材カンパニー
機能材販売部副部長
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2021/4/1 加藤　秀康 オレフィン部副部長 基礎化学品販売部副部長

2021/4/1 鵜沢　欣彦 オレフィン部副部長
機能材カンパニー
機能材販売部副部長

2021/4/1 黒沼　利行 オレフィン部オレフィングループマネージャー 基礎化学品販売部オレフィングループマネージャー

2021/4/1 島田　武浩 オレフィン部機能原料グループマネージャー 基礎化学品企画部副部長

2021/4/1 内山　真 オレフィン部機能原料グループ
機能材カンパニー
機能材販売部機能原料グループマネージャー

2021/4/1 長妻　篤太 オレフィン部ＥＮＢ・ＳＡＳ事業グループマネージャー
機能材カンパニー
機能材販売部ＥＮＢ・ＳＡＳ事業グループマネージャー

2021/4/1 小林　茂明 オレフィン部石油樹脂グループマネージャー
機能材カンパニー
機能材販売部石油樹脂グループマネージャー

2021/4/1 濱田　裕樹 アロマ部パラキシレングループマネージャー 基礎化学品販売部パラキシレングループマネージャー

2021/4/1 華野　洋一郎 アロマ部ベンゼングループマネージャー 基礎化学品販売部ベンゼングループマネージャー

2021/4/1 梶田　道代 アロマ部溶剤グループマネージャー
基礎化学品販売部副部長
兼　基礎化学品販売部溶剤グループマネージャー

2021/4/1 永井　健一 アロマ部洗剤原料グループマネージャー 日本芳香族工業会　出向

2021/4/1 北川　真弓 アロマ部洗剤原料グループ 基礎化学品販売部洗剤原料グループマネージャー

2021/4/1 辻　正寿 水素事業推進部副部長 一般社団法人全国石油協会　出向

2021/4/1 藤野　雄三 水素事業推進部水素ＳＴ技術グループマネージャー ＥＮＥＯＳ総研（株）　出向

2021/4/1 今朝丸　研一郎
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部副部長
兼　ＲＰＣ企画部海外事業グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部副部長

2021/4/1 野地　実
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部ＲＰＣ総括グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部天然ガス販売グループマネージャー

2021/4/1 江本　学
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部ＲＰＣ総括グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部ＲＰＣ総括グループマネージャー

2021/4/1 大澤　貴教
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部アライアンス戦略グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売企画グループマネージャー

2021/4/1 田川　秀夫
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部清水プロジェクトグループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部コミュニティ事業開発グループマネージャー

2021/4/1 鈴木　隆次
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部副部長

ＥＮＥＯＳキャリアサポート（株）　出向

2021/4/1 岡部　純一
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気事業開発１グループマネージャー

供給計画部副部長
兼　供給計画部次世代サプライチェーン改革グループマネージャー

2021/4/1 塚本　泰弘
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部カスタマーサポートグループマネージャー

調達戦略部コーポレート調達グループマネージャー

2021/4/1 野島　正弘
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長
兼　電気ガス販売部電気ガス販売１グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長

2021/4/1 川副　徳太郎
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長
兼　電気ガス販売部ガスコンプライアンスグループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長

2021/4/1 横関　裕正
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売企画グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部アライアンス戦略グループマネージャー

2021/4/1 片山　淳也
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売企画グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部カスタマーサポートグループマネージャー

2021/4/1 手島　順一
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部マーケティンググループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部マーケティングサポートグループマネージャー

2021/4/1 林田　壮介
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売２グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部広域電気販売２グループマネージャー

6/14



日付 氏名 現 新

2021/4/1 横川　義生
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部広域電気販売２グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売１グループマネージャー

2021/4/1 大河内　健吾
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部副部長

ＥＮＥＯＳエルエヌジーサービス（株）　出向

2021/4/1 向　和史
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部天然ガス業務グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部ＬＮＧ事業グループマネージャー

2021/4/1 山内　信一
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部天然ガス販売グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部副部長

2021/4/1 浦　正宏
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部ＬＮＧ事業グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部海外事業グループマネージャー

2021/4/1 荒木　信之
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部副部長

潤滑油カンパニー
潤滑油企画部副部長
兼　潤滑油企画部潤滑油事業管理グループマネージャー

2021/4/1 金原　栄治
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油企画グループマネージャー

法務部副部長

2021/4/1 半田　真一
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油企画グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油販売部自動車用潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 長田　篤
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部副部長

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構　出向

2021/4/1 大友　博之
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部袖ヶ浦事業所長

日星石油（株）　出向

2021/4/1 前山　孝二
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部潤滑油販売統括グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油販売部副部長

2021/4/1 川手　秀樹
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部潤滑油販売統括グループ

九州支店潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 川上　亮
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部自動車用潤滑油グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油販売部潤滑油販売統括グループマネージャー

2021/4/1 齋藤　正典
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部工業用潤滑油グループマネージャー

調達戦略部資材調達１グループマネージャー

2021/4/1 酒井　崇弘
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部工業用潤滑油グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油販売部工業用潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 松岡　俊哉
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部グリースグループマネージャー

ＥＮＥＯＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 細木　栄一
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部船舶用潤滑油グループマネージャー

東京支店副支店長

2021/4/1 木内　芳樹
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部船舶用潤滑油グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油販売部船舶用潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 矢口　彰
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部副部長

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部フェロー

2021/4/1 大沼田　靖之
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部駆動系油グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部冷凍機油グループマネージャー

2021/4/1 坂本　清美
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部冷凍機油グループマネージャー

中央技術研究所ソリューションセンター試験分析グループマネー
ジャー

2021/4/1 栗原　功
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部エンジン試験グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部副部長

2021/4/1 毛塚　泰治郎
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部エンジン試験グループ

潤滑油カンパニー

潤滑油研究開発部エンジン試験グループマネージャー

2021/4/1 藤井　智彰
機能材カンパニー
機能材事業企画部副部長

機能材カンパニー
機能材事業化推進部副部長

2021/4/1 小松　隆士
機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材企画グループマネージャー

ＥＭＧルブリカンツ(同)　出向

2021/4/1 水菓子　朋恵
機能材カンパニー
機能材事業企画部ニュートリション企画・販売グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化推進５グループマネージャー

2021/4/1 大島　団一郎
機能材カンパニー
機能材事業企画部ニュートリション業務グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部機能材生産技術グループマネージャー

2021/4/1 竹澤　俊光
機能材カンパニー
機能材事業企画部炭素材企画・販売グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化推進４グループマネージャー
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2021/4/1 白井　崇弘
機能材カンパニー
機能材事業企画部炭素材業務グループ

機能材カンパニー
機能材研究開発部炭素材技術グループマネージャー

2021/4/1 田中　公二
機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化企画グループマネージャー

台湾引能仕先進材料股份有限公司　出向

2021/4/1 上野　龍一
機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化推進３グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部副部長

2021/4/1 新保　康行
機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化推進３グループ

機能材カンパニー
機能材事業化推進部機能材事業化推進３グループマネージャー

2021/4/1 戸井田　康宏
機能材カンパニー
機能材研究開発部副部長

国立大学法人横浜国立大学　出向

2021/4/1 森北　孝志
機能材カンパニー
機能材研究開発部機能材研究企画グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材事業企画部副部長

2021/4/1 福田　靖
機能材カンパニー
機能材研究開発部機能材生産技術グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部機能材研究管理グループマネージャー

2021/4/1 安藤　正寿
機能材カンパニー
機能材研究開発部ポリマー技術グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部機能化学品グループマネージャー

2021/4/1 田中　大直
機能材カンパニー
機能材研究開発部フィルム技術グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部樹脂加工グループマネージャー

2021/4/1 須崎　吾郎
機能材カンパニー
機能材研究開発部フィルム技術グループ

機能材カンパニー
機能材研究開発部フィルム技術グループマネージャー

2021/4/1 西澤　剛
機能材カンパニー
機能材研究開発部フィルム技術グループ

機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材技術戦略グループマネージャー

2021/4/1 松尾　彰
機能材カンパニー
機能材研究開発部樹脂加工グループマネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部ポリマー技術グループマネージャー

2021/4/1 清水　恭弘 中央技術研究所総務グループマネージャー （株）ＥＮＥＯＳジェネレーションズ　出向

2021/4/1 松岡　孝司 中央技術研究所先進技術研究所低炭素技術グループ
中央技術研究所
先進技術研究所水素キャリアグループマネージャー

2021/4/1 坂本　章 仙台製油所環境安全副所長 堺製油所工務副所長

2021/4/1 加藤　克幸 仙台製油所技術副所長 大分製油所製油副所長

2021/4/1 雨宮　正臣 仙台製油所品質管理グループマネージャー 一般財団法人石油エネルギー技術センター　出向

2021/4/1 大西　枚宣 仙台製油所設備検査グループマネージャー 環境安全部保安推進グループマネージャー

2021/4/1 小室　靖浩 川崎製油所技術副所長
鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所技術副所長)

2021/4/1 松井　聡 川崎製油所工務副所長 水島製油所環境安全副所長

2021/4/1 立川　徹 川崎製油所製油副所長 製造部副部長

2021/4/1 服部　玲
川崎製油所工務計画副所長
兼　川崎製油所川崎シナジープロジェクト建設グループマネージャー

川崎製油所工務計画副所長

2021/4/1 齋藤　厚 川崎製油所総務２グループマネージャー 根岸製油所事務副所長

2021/4/1 鈴木　隆裕 川崎製油所需給管理グループ 川崎製油所業務グループマネージャー

2021/4/1 小林　信
川崎製油所製油技術グループマネージャー
兼　東燃化学(同)　出向

川崎製油所製油技術グループマネージャー

2021/4/1 井上　雅史 川崎製油所製油技術グループ 川崎製油所製造１グループマネージャー

2021/4/1 菅谷　彰仁 川崎製油所定修計画グループマネージャー 川崎製油所設備技術グループマネージャー

2021/4/1 水田　浩一 川崎製油所設備検査グループ
鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所設備検査グループマネージャー）
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2021/4/1 市村　博 川崎製油所製油１グループマネージャー
大阪国際石油精製（株）出向
(千葉製油所製油副所長)

2021/4/1 武田　守正 川崎製油所製油２グループ 川崎製油所直課長

2021/4/1 菅原　博隆 川崎製油所製油３グループマネージャー 技術計画部技術企画グループマネージャー

2021/4/1 鈴木　崇弘 川崎製油所製造１グループマネージャー 和歌山製油所製油３グループマネージャー

2021/4/1 鈴木　大太郎 根岸製油所工務副所長 川崎製油所工務副所長

2021/4/1 田中　秀樹 根岸製油所直課長 根岸製油所潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 五内川　真 根岸製油所環境安全グループマネージャー 仙台製油所環境安全副所長

2021/4/1 福田　剛之 根岸製油所需給管理グループ 麻里布製油所需給管理グループマネージャー

2021/4/1 井波　智晶 根岸製油所製油技術グループ 根岸製油所発電グループマネージャー

2021/4/1 井本　朋宏 根岸製油所工務グループ 麻里布製油所環境安全グループマネージャー

2021/4/1 玉置　昌弘 根岸製油所設備保全グループマネージャー 仙台製油所環境安全グループマネージャー

2021/4/1 葺石　和隆 根岸製油所設備保全グループ 仙台製油所設備検査グループマネージャー

2021/4/1 西川　博樹 根岸製油所機械保全グループマネージャー 根岸製油所設備保全グループマネージャー

2021/4/1 西河　俊秀 根岸製油所設備検査グループマネージャー 根岸製油所工務副所長

2021/4/1 壹岐　修治 根岸製油所設備検査グループ 水素事業推進部水素ＳＴ技術グループマネージャー

2021/4/1 谷口　祥一 根岸製油所製油１グループマネージャー 供給計画部副部長

2021/4/1 原　健一 根岸製油所製油３グループマネージャー 根岸製油所製油１グループマネージャー

2021/4/1 砂川　朋仁 根岸製油所製油３グループ 根岸製油所製油４グループマネージャー

2021/4/1 上田　祥雅 根岸製油所潤滑油グループマネージャー 和歌山製油所環境安全副所長

2021/4/1 森　信之 根岸製油所発電グループマネージャー 川崎製油所技術副所長

2021/4/1 小玉　憲二 根岸製油所操油２グループ 根岸製油所直課長

2021/4/1 三浦　晃 堺製油所工務副所長 工務部副部長

2021/4/1 東　英秋 堺製油所直課長 堺製油所環境安全グループマネージャー

2021/4/1 長山　泰之 堺製油所総務グループマネージャー 東京支店総務グループマネージャー

2021/4/1 南　利彦 堺製油所環境安全グループマネージャー 堺製油所製油２グループマネージャー

2021/4/1 吉田　孝 堺製油所製油技術グループマネージャー
大阪国際石油精製（株）　出向
(社会環境安全室長　兼　千葉製油所環境安全副所長)

2021/4/1 鬼塚　直哉 堺製油所製油技術グループ 堺製油所操油グループマネージャー

2021/4/1 尚和　義人 堺製油所製油技術グループ 堺製油所製油３グループマネージャー
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2021/4/1 村越　誠 堺製油所設備保全グループマネージャー ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製（株）　出向

2021/4/1 岡島　慎太郎 堺製油所設備検査グループマネージャー 堺製油所設備保全グループマネージャー

2021/4/1 卯辰　健太郎 堺製油所設備検査グループ 堺製油所設備検査グループマネージャー

2021/4/1 出井　典行 堺製油所製油１グループ 堺製油所直課長

2021/4/1 益田　哲志 堺製油所製油３グループマネージャー 麻里布製油所製油３グループマネージャー

2021/4/1 中村　信幸 堺製油所操油グループマネージャー 白島石油備蓄（株）　出向

2021/4/1 城戸　康宏 和歌山製油所工務副所長 技術計画部副部長

2021/4/1 中村　仁 和歌山製油所需給管理グループ 仙台製油所品質管理グループマネージャー

2021/4/1 阿相　径 和歌山製油所製油技術グループマネージャー 川崎製油所製油１グループマネージャー

2021/4/1 渡部　禎治 和歌山製油所設備保全グループマネージャー 和歌山製油所工務副所長

2021/4/1 塩川　正教 水島製油所事務副所長 製造部副部長

2021/4/1 内田　基行 水島製油所人事グループマネージャー 人事部給与厚生グループマネージャー

2021/4/1 中塚　晴隆 水島製油所人事グループ 水島製油所人事グループマネージャー

2021/4/1 南平　和紀 水島製油所製油技術グループ 水島製油所動力グループマネージャー

2021/4/1 飯塚　浩貴 水島製油所工務グループ 堺製油所工務グループマネージャー

2021/4/1 前田　啓和 水島製油所定修計画グループマネージャー 調達戦略部工事調達グループマネージャー

2021/4/1 秦野　和彦 水島製油所定修計画グループ 水島製油所設備保全２グループマネージャー

2021/4/1 伊藤　剛史 水島製油所設備保全２グループマネージャー 水島製油所定修計画グループマネージャー

2021/4/1 椿　利雄 水島製油所電気保全グループマネージャー 根岸製油所計装電気グループマネージャー

2021/4/1 清水　将 水島製油所操油１グループマネージャー 根岸製油所製油３グループマネージャー

2021/4/1 穂積　篤 水島製油所製油５グループ 水島製油所操油２グループマネージャー

2021/4/1 笹沼　拓也 水島製油所操油２グループマネージャー 水島製油所操油１グループマネージャー

2021/4/1 原　勇志 水島製油所動力グループマネージャー 川崎天然ガス発電（株）　出向

2021/4/1 七島　正人 麻里布製油所事務副所長 調達戦略部副部長

2021/4/1 松根　繁樹 麻里布製油所環境安全グループマネージャー 根岸製油所環境安全グループマネージャー

2021/4/1 妹尾　誠 麻里布製油所需給管理グループマネージャー 原油外航部外航グループマネージャー

2021/4/1 宮田　浩之 麻里布製油所計装電気グループマネージャー
大阪国際石油精製（株）　出向
(千葉製油所計装電気グループマネージャー）

2021/4/1 小林　学 麻里布製油所製油３グループマネージャー 川崎製油所製油３グループマネージャー
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2021/4/1 井上　雅陽 大分製油所製油副所長 仙台製油所技術副所長

2021/4/1 北浦　丈夫 大分製油所環境安全グループマネージャー 環境安全部社会環境グループマネージャー

2021/4/1 山口　恒隆 大分製油所工務グループマネージャー
鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所環境安全副所長)

2021/4/1 池田　純一 大分製油所工務グループ 大分製油所設備検査グループマネージャー

2021/4/1 菊池　大介 大分製油所設備検査グループマネージャー 大分製油所工務グループマネージャー

2021/4/1 木下　将嘉 大分製油所発電動力グループマネージャー 和歌山製油所製油技術グループマネージャー

2021/4/1 古堅　英男 知多製造所生産副所長
知多製造所生産副所長
兼　知多製造所設備保全グループマネージャー

2021/4/1 橋本　達也 知多製造所工務グループ 根岸製油所設備検査グループマネージャー

2021/4/1 都藤　秀二 知多製造所設備保全グループマネージャー レイズネクスト（株）　出向

2021/4/1 枝元　純広 北海道支店業務グループマネージャー 関東第２支店副支店長

2021/4/1 薬師寺　暁 北海道支店販売２グループマネージャー 広域販売部広域販売３グループマネージャー

2021/5/1 荻原　宏 東北支店総務グループマネージャー 経営企画部Ｍ＆Ａサポートグループマネージャー

2021/4/1 西川　公平 東北支店販売１グループマネージャー 北海道支店業務グループマネージャー

2021/4/1 北山　剛規 関東第１支店副支店長 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア　出向

2021/4/1 香川　朋彦 関東第１支店副支店長 中部支店副支店長

2021/4/1 吉野　光治 関東第１支店業務グループマネージャー 販売企画部販売総括グループマネージャー

2021/4/1 立原　康弘 関東第１支店販売１グループマネージャー 中部支店業務グループマネージャー

2021/4/1 田中　健二 関東第１支店販売３グループマネージャー （株）アドバンス・カーライフサービス　出向

2021/4/1 山口　宏一 関東第２支店副支店長 人事部副部長

2021/4/1 小林　明 関東第２支店業務グループマネージャー 関東第１支店販売３グループマネージャー

2021/4/1 坂林　康司 関東第２支店販売１グループ 関東第１支店業務グループマネージャー

2021/4/1 神田　正 関東第２支店販売２グループ 北海道支店販売２グループマネージャー

2021/4/1 植田　俊介 関東第３支店副支店長 東京支店副支店長

2021/4/1 田邉　章夫 関東第３支店副支店長 北海道支店副支店長

2021/4/1 片山　洋明 関東第３支店業務グループマネージャー 九州支店販売４グループマネージャー

2021/4/1 岡田　祐紀 関東第３支店販売２グループ 関東第３支店業務グループマネージャー

2021/4/1 伊東　政朗 関東第３支店潤滑油グループ 東京支店潤滑油２グループマネージャー

2021/4/1 坂井　文明 東京支店副支店長 北海道支店副支店長
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2021/4/1 浅羽　信行 東京支店副支店長 中国支店副支店長

2021/4/1 鈴木　徳郎 東京支店副支店長 大阪第２支店副支店長

2021/4/1 伊藤　和弘 東京支店総務グループマネージャー 総務部管財グループマネージャー

2021/4/1 村田　浩一 東京支店販売２グループマネージャー 大阪第１支店販売１グループマネージャー

2021/4/1 諏訪原　高博 東京支店販売３グループマネージャー 太陽鉱油（株）　出向

2021/4/1 田尻　国治 東京支店販売５グループマネージャー ＥＮＥＯＳ　Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．　出向

2021/4/1 岩﨑　誠 東京支店潤滑油２グループマネージャー 中国支店潤滑油グループマネージャー

2021/4/1 上田　禎 中部支店副支店長 谷口石油精製（株）　出向

2021/4/1 松岡　孝 中部支店副支店長 新規事業デザイン部副部長

2021/4/1 井口　達夫 中部支店業務グループマネージャー リテールサポート部副部長

2021/4/1 長島　崇 中部支店販売３グループマネージャー 東北支店販売１グループマネージャー

2021/4/1 二色　友一郎 中部支店販売５グループマネージャー 中国支店副支店長

2021/4/1 岩丸　修 大阪第１支店総務グループマネージャー 法務部取締役事務グループマネージャー

2021/4/1 上坂　紳輔 大阪第１支店販売１グループマネージャー オーモリニッセキ（株）　出向

2021/4/1 菊野　英樹 大阪第１支店販売２グループマネージャー 大阪第２支店販売２グループマネージャー

2021/4/1 小野　博明 大阪第１支店販売４グループマネージャー 東京支店販売２グループマネージャー

2021/4/1 木村　孔士 大阪第１支店販売５グループマネージャー 大阪第１支店販売４グループマネージャー

2021/4/1 寺元　良樹 大阪第１支店潤滑油１グループマネージャー 関東第１支店副支店長

2021/4/1 坂田　裕美 大阪第１支店潤滑油１グループ 大阪第１支店潤滑油１グループマネージャー

2021/4/1 畑山　英一 大阪第２支店副支店長 （株）ＥＮＥＯＳジェネレーションズ　出向

2021/4/1 遠藤　剛 大阪第２支店副支店長 ＥＮＥＯＳ　Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．　出向

2021/5/1 梶原　茂樹 大阪第２支店総務グループマネージャー 財務部外国為替グループマネージャー

2021/4/1 大場　茂 大阪第２支店販売２グループマネージャー 中国支店販売２グループマネージャー

2021/4/1 松葉　基博 中国支店副支店長
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部副部長

2021/4/1 仲里　洋輝 中国支店総務グループマネージャー 堺製油所総務グループマネージャー

2021/4/1 有田　勝之 中国支店販売２グループマネージャー 広域販売部広域販売２グループマネージャー

2021/4/1 前田　武彦 九州支店副支店長 中部支店副支店長

2021/4/1 田中　秀則 九州支店販売４グループマネージャー 広川日石（株）　出向
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2021/4/1 山口　昌彦 九州支店潤滑油グループマネージャー 台湾引能仕股份有限公司　出向

2021/4/1 松本　正 沖縄支店副支店長 東京支店副支店長

2021/4/1 田中　隆二 ＥＮＥＯＳグループ健康保険組合　出向 人事部関係会社給与グループマネージャー

2021/4/1 仲摩　正浩 川崎天然ガス発電（株）　出向
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気事業開発１グループマネージャー

2021/4/1 宮本　大也 ＪＸ　Ｎｉｐｐｏｎ　Ｏｉｌ　＆　Ｅｎｅｒｇｙ　ＵＳＡ　Ｉｎｃ．　出向
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部グリースグループマネージャー

2021/4/1 坂本　浩一 ＥＮＥＯＳ　Ｏｉｌ　＆　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｓｉａ　Ｐｔｅ．　Ｌｔｄ．　出向
海外事業企画部副部長
兼　海外事業企画部海外事業２グループマネージャー

2021/4/1 大立目　悟 ＥＮＥＯＳ　Ｏｉｌ　＆　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｓｉａ　Ｐｔｅ．　Ｌｔｄ．　出向 基礎化学品企画部副部長

2021/4/1 佐野　英一 天津日石潤滑油脂有限公司　出向
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部袖ヶ浦事業所長

2021/4/1 志田　淳二 オーモリニッセキ（株）　出向 関東第３支店副支店長

2021/4/1 西森　けいじ 広川日石（株）　出向 中部支店販売３グループマネージャー

2021/4/1 西田　英俊 （株）ＮＩＰＰＯ　出向
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガスコンプライアンスグループマネージャー

2021/4/1 関原　政幸 京極運輸商事（株）　出向 中部支店販売５グループマネージャー

2021/4/1 加藤　浩司 高山エネルギー（株）　出向 リテールサポート部ＳＳ開発グループマネージャー

2021/5/1 藤崎　進 水島エルエヌジー（株）　出向 大阪第２支店総務グループマネージャー

2021/4/1 加藤　照行 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア　出向 人事部副部長

2021/4/1 若林　重喜 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア　出向 九州支店副支店長

2021/4/1 小竹　浩司 ＥＮＥＯＳファイナンス（株）　出向 財務部財務管理グループマネージャー

2021/4/1 上田　勉
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所環境安全副所長)

アナテックサービス（株）　出向

2021/4/1 吉岡　範英
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所技術副所長)

製造部副部長

2021/4/1 中村　博幸
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所品質管理グループマネージャー)

一般財団法人石油エネルギー技術センター　出向

2021/4/1 勝田　博徳
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所品質管理グループ)

鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所品質管理グループマネージャー）

2021/4/1 蒲原　宏道
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所設備保全グループ)

鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所設備保全グループマネージャー）

2021/4/1 玄馬　光浩
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所計装電気グループ)

水島製油所電気保全グループマネージャー

2021/4/1 池田　純
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所設備検査グループマネージャー)

工務部設備管理グループマネージャー

2021/4/1 磯部　瑞明
鹿島石油（株）　出向
（鹿島製油所製油１グループ)

鹿島石油（株）　出向
(鹿島製油所直課長)

2021/4/1 谷内　政樹 ＪＸビジネスサービス（株）　出向 経理部副部長

2021/4/1 中島　健一 ＪＸビジネスサービス（株）　出向 経理部グループ会社経理１グループマネージャー

2021/4/1 笛木　儀久 ＪＸビジネスサービス（株）　出向 経理部グループ会社経理２グループマネージャー
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日付 氏名 現 新

2021/4/1 兵藤　旨弘
大阪国際石油精製（株）　出向
（経営企画部総務グループマネージャー)

中国支店総務グループマネージャー

2021/4/1 橋本　明子
大阪国際石油精製（株）　出向
（社会環境安全室長　兼　千葉製油所環境安全副所長)

調達戦略部副部長

2021/4/1 河端　隆志
大阪国際石油精製（株）　出向
（千葉製油所製油副所長)

川崎製油所製油副所長

2021/4/1 上條　裕聡
大阪国際石油精製（株）　出向
（千葉製油所計装電気グループマネージャー)

水島製油所システムグループマネージャー

2021/4/1 内海　孝之 ＥＮＥＯＳ　Ｍｉｄｄｌｅ　Ｅａｓｔ　＆　Ａｆｒｉｃａ　ＦＺＥ　出向
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部副部長

2021/4/1 服部　正人 Ｕｌｓａｎ　Ａｒｏｍａｔｉｃｓ　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．　出向 基礎化学品販売部副部長

2021/4/1 和嶋　利博 ＥＮＥＯＳトレーディング（株）　出向 大阪第１支店販売２グループマネージャー

2021/4/1 俣野　精一 （株）ＥＮＥＯＳウイング　出向 沖縄支店副支店長

2021/4/1 内嶌　弘直 電力広域的運営推進機関　出向
リソーシズ＆パワーカンパニー
再生可能エネルギー事業部国内事業管理グループマネージャー

2021/4/1 内保　景子 ＥＮＥＯＳ　ＥＭＥＡ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　出向 経営企画部第２グループマネージャー

2021/4/1 大間知　孝博 ＥＭＧルブリカンツ(同)　出向 未来事業推進部事業推進２グループマネージャー

2021/4/1 下村　英樹 北海道エネルギー（株）　出向 東京支店販売５グループマネージャー

2021/4/1 村上　清 （株）Ｍｉｓｕｍｉ　出向 関東第３支店副支店長

2021/4/1 中曽根　克明 （株）Ｍｉｓｕｍｉ　出向 東京支店副支店長

2021/4/1 大滝　達哉 ＪＸ金属（株）
財務部外国為替グループマネージャー
兼　ＪＸ金属（株）

2021/4/30 大滝　達哉
財務部外国為替グループマネージャー
兼　ＪＸ金属（株）

解嘱（ＪＸ金属（株）に復職）

2021/4/1 小野　真裕 ＪＸ石油開発（株） 総務部副部長
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