
 

 

広報部 広報グループ  〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号  TEL 03-6257-7150  www.eneos.co.jp 

２０２２年２月２５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  

委嘱業務

の変更 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役  

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  

委嘱業務

の変更 

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） 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役  

委嘱業務

の変更 
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日付 氏名 現 新 

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・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 

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・経営企画部・ 

カーボンニュートラル戦略部・

経理部・財務部・ 

インベスター・リレーションズ部・

人事部・広報部・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・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 

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・経営企画部・ 

カーボンニュートラル戦略部・

経理部・財務部・ 

インベスター・リレーションズ部・

人事部・広報部・総務部・法務部・

ビジネスプロセス改革部・ 

海外事業企画部） 

秘書部 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月 1日 宮田 知秀 

― 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

副社長執行役員 

社長補佐 

新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

副社長執行役員 

社長補佐（製造部・工務部・ 

技術計画部・水素事業推進部・ 

水素事業技術部・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） 

水素事業推進部・水素事業技術部 

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 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

副社長執行役員 ＣＤＯ  

社長補佐（ＩＴ戦略部・ 

危機管理部・調達戦略部・ 

環境安全部・品質保証部・ 

未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 

管掌 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

副社長執行役員 ＣＤＯ  

社長補佐（ＩＴ戦略部・ 

危機管理部・調達戦略部・ 

環境安全部・品質保証部・ 

未来事業推進部・供給計画部・ 

需給部・原油外航部・物流管理部・ 

基礎化学品企画部・ 

基礎化学品販売部・ 

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 

4月 1日 井上 啓太郎 

― 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

副社長執行役員 

社長補佐 

新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

副社長執行役員 

社長補佐（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・ 

ＥＶ事業推進部・ 

リソーシズ＆パワーカンパニー・ 

支店） 

新規事業デザイン部・ 

ＥＶ事業推進部 管掌 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 
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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 

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 

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・ 

人事部・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 

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 ・ 

人事部・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） 

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 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部・総務部・ 

法務部・調達戦略部・環境安全部・ 

品質保証部 管掌 

委嘱業務

の変更 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

監査部・内部統制部・総務部・ 

法務部・調達戦略部・環境安全部・ 

品質保証部 管掌 

委嘱業務

の変更 

4月 1日 須永 耕太郎 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 経営企画部長 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

常務執行役員 

経営企画部・ 

カーボンニュートラル戦略部 

管掌 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 経営企画部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

経営企画部・ 

カーボンニュートラル戦略部・ 

ビジネスプロセス改革部・ 

海外事業企画部 管掌 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 
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（２）ＥＮＥＯＳ（株）常務執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 河西 隆英 
常務執行役員 

機能材カンパニー・プレジデント 

（株）ＥＮＥＯＳマテリアル 

  取締役会長 
退任 

4月 1日 江澤 和彦 

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グローブ（株） 

  代表取締役社長 

  社長執行役員 

退任 

4月 1日 藤山 優一郎 執行役員 中央技術研究所長 

常務執行役員 

ＦＣサポート室・中央技術研究所 

管掌 

中央技術研究所長 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 

4月 1日 業天 浩二 

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 

常務執行役員 

機能材カンパニー・プレジデント 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 

4月 1日 香月 有佐 執行役員 関東第３支店長 

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 

昇任 

・ 

委嘱業務

の変更 

4月 1日 忍田 泰彦 

ＥＮＥＯＳシステムズ（株） 

代表取締役社長 

社長執行役員 

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  

新任 

 

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 下屋敷 武 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 ＩＴ戦略部長 ＥＮＥＯＳシステムズ（株） 

取締役 副社長執行役員 退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 ＩＴ戦略部長 

4月 1日 四谷 九吾 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 経理部長 ＥＮＥＯＳシステムズ（株） 

代表取締役社長 

社長執行役員 

退任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 経理部長 
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日付 氏名 現 新 

4月 1日 志賀 智 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

監査部長 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 経営企画部長 
新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

監査部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 経営企画部長 
新任 

4月 1日 布野 敦子 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

広報部長 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

執行役員 広報部長 
新任 

ＥＮＥＯＳ（株） 

広報部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 広報部長 
新任 

 

（２）ＥＮＥＯＳ（株）執行役員の人事 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 西村 純一 執行役員 中央技術研究所副所長 

ＥＮＥＯＳ総研（株） 

  代表取締役社長 

社長執行役員 

退任 

4月 1日 福田 昭浩 執行役員 関東第２支店長 
（株）ＥＮＥＯＳフロンティア 

 取締役副社長 
退任 

4月 1日 宮澤 章 執行役員 大分製油所長 
ＥＮＥＯＳ喜入基地（株） 

 代表取締役社長 退任 

4月 1日 片岡 尚 執行役員 供給計画部長 
鹿島石油（株） 

常務取締役  
退任 

4月 1日 米原 秀和 執行役員 北海道支店長 
（株）ＥＮＥＯＳリテールサービス

代表取締役社長 退任 

4月 1日 飯塚 修 

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 

執行役員 海外事業企画部長 
委嘱業務

の変更 

4月 1日 杉本 高弘 
大阪国際石油精製（株） 

取締役千葉製油所長 
執行役員 技術計画部長 新任 

4月 1日 冨士元 宏明 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ガス事業部長 

執行役員 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

ガス事業部長 

新任 
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日付 氏名 現 新 

4月 1日 村橋 英二 川崎製油所 所長代理 執行役員 供給計画部長 新任 

4月 1日 小池 泰弘 販売企画部長 執行役員 販売企画部長 新任 

4月 1日 團 徹太郎 中国総代表 執行役員 中国総代表 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 清澤 優介 秘書部長 

ＥＮＥＯＳ（株）東南アジア総代表 兼 

ＥＮＥＯＳ Ｏｉｌ ＆ Ｅｎｅｒｇｙ 

Ａｓｉａ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．出向 

4月 1日 大類 修 財務部長 経理部長 

4月 1日 長島 拓司 経営企画部副部長 カーボンニュートラル戦略部長 

4月 1日 中村 琢磨 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 川村 健介 
経営企画部 

第１グループマネージャー 
財務部長 

4月 1日 山口 宏一 人事部副部長 
ＥＮＥＯＳ（株） 

ビジネスプロセス改革部長 

4月 1日 佐藤 由理 総務部長 
ＥＮＥＯＳ（株） 

北海道支店長 

4月 1日 志々目 隆則 法務部長 ＥＮＥＯＳ不動産（株） 出向 

4月 1日 山中 啓司 品質保証部長 
大阪国際石油精製（株） 

取締役 千葉製油所長  
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（２）ＥＮＥＯＳ（株） 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 田波 穣 海外事業企画部長 大阪第１支店長 

4月 1日 山口 敦治 製造部長 
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長 

4月 1日 立川 徹 製造部副部長 水素事業技術部長 

4月 1日 古堅 英男 

製造部知多事業所生産副所長 兼 

製造部知多事業所設備保全グループ

マネージャー 

製造部知多事業所長 兼 

製造部知多事業所設備保全グループ

マネージャー 

4月 1日 高本 仁 工務部副部長 堺製油所長 

4月 1日 谷藤 和正 技術計画部長 大分製油所長 

4月 1日 田中 祐一 技術計画部副部長 ＩＴ戦略部長（合同部） 

4月 1日 田中 亮一 リテールサポート部長 関東第２支店長 

4月 1日 八田 哲也 広域販売部長 関東第３支店長 

4月 1日 相沢 拓哉 新規事業デザイン部副部長 東北支店長 

4月 1日 西村 喜法 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ＲＰＣ企画部長 
監査部長（合同部） 

4月 1日 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 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

ＲＰＣ企画部長 

4月 1日 越後谷 昌弘 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部長 

豪州総代表 兼 

ＥＮＥＯＳ Ａｕｓｔｒａｌｉａ 

Ｐｔｙ Ｌｔｄ．出向 

4月 1日 川副 徳太郎 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部副部長 

リソーシズ＆パワーカンパニー 

電気事業部長 
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日付 氏名 現 新 

4月 1日 宍倉 尚 
リソーシズ＆パワーカンパニー 

ガス事業部副部長 
秘書部長（合同部） 

4月 1日 荒木 信之 
潤滑油カンパニー 

潤滑油企画部副部長 
法務部長（合同部） 

4月 1日 安永 圭介 
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 

エラストマー事業部長 

4月 1日 木暮 和幸 
機能材カンパニー 

機能材販売部長 

機能材カンパニー 

高機能モノマー事業部長 

4月 1日 鳥山 重隆 
機能材カンパニー 

機能材事業化推進部副部長 

機能材カンパニー 

高機能ポリマー事業部長 

4月 1日 佐藤 学 川崎製油所浮島製造副所長 品質保証部長（合同部） 

4月 1日 山下 義治 堺製油所長 製造部長 

4月 1日 富樫 謙一 大分製油所工務副所長 川崎製油所所長代理 

4月 1日 小室 靖浩 
鹿島石油（株） 

鹿島製油所技術副所長 
調達戦略部長（合同部） 

4月 1日 大川 佳孝 東北支店副支店長 沖縄支店長 

4月 1日 浜田 国揮 大阪第１支店長 リテールサポート部長 

4月 1日 田中 英明 沖縄支店長 広域販売部長 

4月 1日 岡田 滋敬 
引能仕（北京）企業管理有限公司 

出向 
総務部長（合同部） 

4月 1日 長谷部 紀之 ＥＮＥＯＳ ＵＳＡ Ｉｎｃ．出向 
潤滑油カンパニー 

潤滑油研究開発部長 

4月 1日 秋田 昌稔 山西日本能源潤滑油有限公司 出向 横浜製造所長 



 

 

広報部 広報グループ  〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号  TEL 03-6257-7150  www.eneos.co.jp 

 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）ＥＮＥＯＳ総研（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 五十嵐 仁一 
代表取締役社長 

社長執行役員 
退任 

4月 1日 西村 純一 
ＥＮＥＯＳ（株）執行役員 

 中央技術研究所 副所長 

代表取締役社長 

社長執行役員 

 

（２）ＥＮＥＯＳシステムズ（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 忍田 泰彦 
代表取締役社長 

社長執行役員 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

4月 1日 四谷 九吾 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

  執行役員 経理部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 経理部長 

代表取締役社長 

社長執行役員 

 

６．ＥＮＥＯＳ（株）主要グループ会社の社長人事 

（１）Ｊ＆Ｓフリートホールディングス（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 遠野 哲朗 代表取締役社長 

（株）ＥＮＥＯＳウイング 

   取締役会長 

4月 1日 大石 和宏 
（株）ＥＮＥＯＳフロンティア 

取締役副社長 
代表取締役社長 

 

（２）ＥＮＥＯＳグローブ（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 岩井 清祐 
代表取締役社長 

社長執行役員 
退任 

4月 1日 江澤 和彦 
ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

代表取締役社長 

社長執行役員 
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（３）三共油化工業（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 石井 宏明 
代表取締役社長 

社長執行役員 

横浜石油企業（株） 

代表取締役社長 

4月 1日 武田 道義 
ＥＮＥＯＳ（株） 

横浜製造所長 

代表取締役 

社長執行役員 

 

（４）ＥＮＥＯＳ喜入基地（株） 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 山口  亮 代表取締役社長 退任 

4月 1日 宮澤 章 
ＥＮＥＯＳ（株） 

執行役員 大分製油所長 
代表取締役社長 

 

（５）（株）ＥＮＥＯＳ ＮＵＣ 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 北原 英一郎 代表取締役社長 取締役会長 

4月 1日 岩崎 努 取締役副社長 代表取締役社長 

 

（６）（株）ＥＮＥＯＳマテリアル 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 河西 隆英 

ＥＮＥＯＳ（株） 

常務執行役員 

  機能材カンパニー・プレジデント 

取締役会長 

4月 1日 平野 勇人 
ＪＳＲ（株） 

常務執行役員 代表取締役社長 

 

以  上 
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＜参考資料①＞ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の役員体制（２０２２年４月１日付） 

＜参考資料②＞ＥＮＥＯＳ株式会社の役員等体制（２０２２年４月１日付） 

＜別紙＞その他の人事異動について 



１．監査等委員でない取締役

代表取締役会長 グループＣＥＯ 杉森　務

取締役副会長 大田　勝幸

代表取締役社長 齊藤　猛

取締役 谷田部　靖

取締役 横井　敬和

取締役 岩瀬　淳一

取締役（非常勤） 細井　裕嗣

取締役（非常勤） 村山　誠一

社外取締役 大田　弘子

社外取締役 宮田　賀生

社外取締役 工藤　泰三

２ ．監査等委員である取締役

取締役（常勤監査等委員） 太内　義明

取締役（常勤監査等委員） 西村　伸吾

社外取締役（監査等委員） 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

＜参考資料①＞ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の役員体制（２０２２年４月１日付）

副社長執行役員
社長補佐（秘書部・監査部・内部統制部・経営企画部・
カーボンニュートラル戦略部・経理部・財務部・インベス
ター・リレーションズ部・人事部・広報部・総務部・法務部）
秘書部　管掌

社長執行役員

ＪＸ石油開発（株）
特別理事

ＪＸ金属（株）
代表取締役社長　社長執行役員
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３．取締役を兼務しない執行役員

副社長執行役員 椎名　秀樹

副社長執行役員 井上　啓太郎

副社長執行役員 宮田　知秀

常務執行役員 田中　聡一郎

常務執行役員 染谷　喜幸

常務執行役員 経営企画部・カーボンニュートラル戦略部　管掌 須永　耕太郎

執行役員 矢崎　靖典

執行役員 人事部長 君島　崇史

執行役員 経営企画部長 志賀　智

執行役員 広報部長 布野　敦子

以上

未来事業推進部長

経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部・人事部・
広報部・危機管理部　管掌

監査部・内部統制部・総務部・法務部・調達戦略部・環境
安全部・品質保証部　管掌

ＣＤＯ
社長補佐（ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・環境安全
部・品質保証部・未来事業推進部）
ＩＴ戦略部・未来事業推進部　管掌

社長補佐

社長補佐
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＜参考資料②＞ＥＮＥＯＳ株式会社の役員体制 （２０２２年４月１日付）

１．取締役

代表取締役 杉森　務

代表取締役社長 齊藤　猛

取締役 谷田部　靖

取締役 横井　敬和

取締役 岩瀬　淳一

２．監査役

監査役（常勤） 太内　義明

監査役（常勤） 西村　伸吾

３．取締役を兼務しない執行役員

副社長執行役員 椎名　秀樹

副社長執行役員 井上　啓太郎

社長執行役員

副社長執行役員
社長補佐（秘書部・監査部・内部統制部・経営企画部・カーボン
ニュートラル戦略部・経理部・財務部・インベスター・リレーションズ
部・人事部・広報部・総務部・法務部・ビジネスプロセス改革部・海外
事業企画部）
秘書部　管掌

ＣＤＯ
社長補佐（ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・環境安全部・品質
保証部・未来事業推進部・供給計画部・需給部・原油外航部・物流
管理部・基礎化学品企画部・基礎化学品販売部・機能材カンパ
ニー）
ＩＴ戦略部・未来事業推進部　管掌

社長補佐（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・ＥＶ事業推進部・リソーシズ＆パ
ワーカンパニー・支店）
新規事業デザイン部・ＥＶ事業推進部　管掌
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副社長執行役員 宮田　知秀

常務執行役員 横田　宏幸

常務執行役員 米州総代表 小野田　泰

常務執行役員 小西　徹

常務執行役員 加藤　英治

常務執行役員 木村　裕之

常務執行役員 孫　正利

常務執行役員 田中　聡一郎

常務執行役員 染谷　喜幸

常務執行役員 西川　慎二

常務執行役員 藤山　優一郎

常務執行役員 業天　浩二

常務執行役員 須永　耕太郎

常務執行役員 香月　有佐

常務執行役員 忍田　泰彦

執行役員 矢崎　靖典

リソーシズ＆パワーカンパニー・プレジデント

未来事業推進部長

川崎製油所長

潤滑油カンパニー・プレジデント

基礎化学品企画部・基礎化学品販売部　管掌

社長補佐（製造部・工務部・技術計画部・水素事業推進部・水素事
業技術部・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）
水素事業推進部・水素事業技術部　管掌

供給計画部・需給部・原油外航部・物流管理部　管掌

製造部・工務部・技術計画部・製油所・製造所　管掌

ＦＣサポート室・中央技術研究所　管掌
中央技術研究所長

水島製油所長

経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部 ・人事部・広報部・
危機管理部　　管掌

監査部・内部統制部・総務部・法務部・調達戦略部・環境安全部・品
質保証部　管掌

機能材カンパニー・プレジデント

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

経営企画部・カーボンニュートラル戦略部・ビジネスプロセス改革
部・海外事業企画部　管掌
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執行役員 原　敬

執行役員 寺本　光司

執行役員 飯塚　修

執行役員 塩田　智夫

執行役員 六車　幸哲

執行役員 松本　啓介

執行役員 岡　真司

執行役員 田中　秀明

執行役員 田中　信昭

執行役員 天野　寿人

執行役員 靍　能治

執行役員 君島　崇史

執行役員 木村　謙

執行役員 川崎　靖弘

執行役員 長島　茂則

執行役員 杉本　高弘

執行役員 冨士元　宏明

技術計画部長

リソーシズ＆パワーカンパニー　ガス事業部長

東京支店長

ＥＶ事業推進部長

人事部長

ベトナム総代表

大阪第２支店長

九州支店長

新規事業デザイン部長

水素事業推進部長

物流管理部長

中部支店長

欧州・中東・アフリカ総代表

工務部長

根岸製油所長

海外事業企画部長

麻里布製油所長
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執行役員 村橋　英二

執行役員 小池　泰弘

執行役員 志賀　智

執行役員 團　徹太郎

執行役員 布野　敦子

以上

中国総代表

広報部長

供給計画部長

販売企画部長

経営企画部長
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＜別紙＞その他の人事異動について

日付 氏名 現 新

2022/4/1 藤原　利通 監査事務室副室長
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部副部長

2022/4/1 石川　博之 監査部内部監査１グループマネージャー ENEOS Oil & Energy Asia Pte. Ltd.　出向

2022/4/1 柴　創介 監査部内部監査１グループ 監査部内部監査２グループマネージャー

2022/4/1 増田　敬 監査部内部監査２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

2022/4/1 佐々木　達也 内部統制部副部長 ㈱ジャパンガスエナジー　出向

2022/4/1 大井　安雄
内部統制部副部長
兼　内部統制部内部統制４グループマネージャー

内部統制部副部長
兼　内部統制部内部統制２グループマネージャー

2022/4/1 小森　新一 経営企画部副部長 中央技術研究所副所長

2022/4/1 崖　雅明 経営企画部副部長 新規事業デザイン部副部長

2022/4/1 菊地　貴裕 経営企画部副部長
経営企画部副部長
兼　経営企画部政策グループマネージャー

2022/4/1 早坂　鉄平 経営企画部第３グループ
ビジネスプロセス改革部
ビジネスプロセス改革グループマネージャー

2022/4/1 今木　一臣 経営企画部第３グループ 経営企画部第４グループマネージャー

2022/4/1 木村　潤一 経営企画部第３グループ 川崎製油所製油２グループマネージャー

2022/4/1 笠井　靖隆 経営企画部第４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

2022/4/1 市来　健 経営企画部第４グループ 製造部操業管理２グループマネージャー

2022/4/1 福田　雅英 経営企画部担当部長 経営企画部副部長

2022/4/1 中野　裕一 経営企画部政策グループマネージャー 経営企画部副部長

2022/4/1 玉川　晶子 経営企画部政策グループ
カーボンニュートラル戦略部
カーボンニュートラルプロジェクトグループマネージャー

2022/4/1 鈴木　佐敏 経営企画部ＥＳＧ戦略グループマネージャー 東京支店業務グループマネージャー

2022/5/1 仲鉢　也寸志 経理部副部長 ENEOS Europe Limited　出向
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日付 氏名 現 新

2022/4/1 出口　学
経理部副部長
兼　経理部ＣｏＭＰＡＳＳ会計３グループマネージャー

大阪国際石油精製㈱ 出向
（取締役　経営企画部長
　兼　千葉製油所事務副所長）

2022/4/1 本山　和久 経理部副部長
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部副部長

2022/4/1 開沼　公雅 経理部業績管理グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳマテリアル　出向

2022/4/1 土屋　暁 経理部業績管理グループ 経理部業績管理グループマネージャー

2022/5/1 後藤　祐二 経理部ＩＦＲＳ決算グループマネージャー
経理部副部長
兼　経理部ＩＦＲＳ決算グループマネージャー

2022/4/1 森川　幸憲 経理部ＣｏＭＰＡＳＳプロジェクトグループマネージャー 上五島石油備蓄㈱　出向

2022/4/1 横矢　真希 財務部財務企画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

2022/4/1 國枝　弘明 財務部財務企画グループ 財務部財務企画グループマネージャー

2022/4/1 東城　安紀栄 インベスター・リレーションズ部副部長 広報部副部長

2022/4/1 井上　亮 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 インベスター・リレーションズ部副部長

2022/4/1 横山　翔 インベスター・リレーションズ部ＩＲグループ 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

2022/4/1 佐藤　太一 人事部人事グループ 人事部人材開発グループマネージャー

2022/4/1 小池　隆央 人事部人材開発グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳマテリアル　出向

2022/4/1 片山　絵里子 人事部人材開発グループ 人事部健康推進グループマネージャー

2022/4/1 村瀬　範晃 人事部人材開発グループ 危機管理部危機管理グループマネージャー

2022/4/1 鎌田　智行 人事部勤労グループ 未来事業推進部事業推進２グループマネージャー

2022/4/1 土持　かおり 人事部健康推進グループマネージャー 関東第３支店総務グループマネージャー

2022/4/1 上野　求 広報部広報グループマネージャー 九州支店業務グループマネージャー

2022/4/1 堀　和郎 広報部宣伝グループ 広報部広報グループマネージャー
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2022/4/1 橋本　道太郎 ＩＴ戦略部副部長 ＥＮＥＯＳシステムズ㈱　出向

2022/4/1 一ノ瀬　景司
ＩＴ戦略部副部長
兼　ＩＴ戦略部ＣＤＯオフィスグループマネージャー

ＩＴ戦略部副部長

2022/4/1 岸　晃弘 ＩＴ戦略部ＩＴ企画総括グループマネージャー 人事部副部長

2022/4/1 伊藤　裕之 ＩＴ戦略部ＣＤＯオフィスグループ ＩＴ戦略部デジタル推進３グループマネージャー

2022/4/1 橋本　明子 ＩＴ戦略部ＣＤＯオフィスグループ ＩＴ戦略部ＣＤＯオフィスグループマネージャー

2022/4/1 高田　勝 ＩＴ戦略部デジタル基盤グループマネージャー ＩＴ戦略部デジタル基盤１グループマネージャー

2022/4/1 赤池　博 ＩＴ戦略部デジタル推進グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳサンエナジー　出向

2022/4/1 鳥居　雅 ＩＴ戦略部ＩＴシステム１グループマネージャー ＩＴ戦略部副部長

2022/4/1 坂野　恵 ＩＴ戦略部ＥＲＰ共通機能２グループマネージャー 監査部副部長

2022/4/1 山口　正樹 総務部総務グループマネージャー 引能仕（北京）企業管理有限公司　出向

2022/4/1 伊藤　和弘 総務部管財グループマネージャー 総務部不動産戦略グループマネージャー

2022/4/1 林　英樹
法務部副部長
兼　法務部海外法務グループマネージャー

監査事務室副室長

2022/4/1 清水　義久 法務部法務１グループマネージャー 財務部副部長

2022/4/1 岩崎　礼 法務部法務２グループ 関東第１支店総務グループマネージャー

2022/4/1 鶴岡　紀洋 法務部法務２グループ 九州支店総務グループマネージャー

2022/4/1 東目　優子 法務部法務２グループ 法務部取締役事務グループマネージャー

2022/4/1 岩丸　修 法務部取締役事務グループマネージャー 法務部副部長

2022/4/1 大庫　裕美 法務部取締役事務グループ 東京支店総務グループマネージャー

2022/4/1 山川　賢介 危機管理部副部長 日本海石油㈱　出向

3/22



日付 氏名 現 新

2022/4/1 三浦　潤司 危機管理部危機管理グループマネージャー 和歌山製油所事務副所長

2022/4/1 日置　礼 危機管理部ＢＣＭグループマネージャー 危機管理部副部長

2022/4/1 山中　康高 調達戦略部副部長 ＥＮＥＯＳトレーディング㈱　出向

2022/4/1 齋藤　正典 調達戦略部資材調達１グループマネージャー 調達戦略部資材調達グループマネージャー

2022/4/1 村田　章 調達戦略部資材調達２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

2022/4/1 前田　啓和 調達戦略部工事調達グループマネージャー 調達戦略部副部長

2022/4/1 野口　詩帆子 品質保証部品質保証１グループ 品質保証部品質保証２グループマネージャー

2022/4/1 菅原　菜穂 品質保証部品質保証２グループマネージャー 川崎製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 島貫　将司
未来事業推進部副部長
兼　未来事業推進部未来事業推進４グループマネージャー

水素事業推進部副部長

2022/4/1 大間知　孝博 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

2022/4/1 菅原　隆史 海外事業企画部副部長
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

2022/4/1 坂本　浩一
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

2022/4/1 林　信孝 海外事業企画部海外事業総括グループマネージャー 海外事業企画部副部長

2022/4/1 越智　桂子 海外事業企画部海外事業総括グループ
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油品質保証グループマネージャー

2022/4/1 須藤　恭伴 海外事業企画部海外事業開発グループマネージャー ENEOS Australia Pty Ltd.　出向

2022/4/1 鈴木　康之 海外事業企画部海外事業１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

2022/4/1 池田　修司 製造部副部長 ㈱ＥＮＥＯＳ　ＮＵＣ　出向

2022/4/1 塩川　正教 製造部副部長
製造部副部長
兼　製造部教育訓練グループマネージャー

2022/4/1 石黒　将嗣 製造部操業管理グループマネージャー 技術計画部設備戦略グループマネージャー
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2022/4/1 鳥居　秀信 製造部プロセス技術グループマネージャー 鹿島石油㈱　出向（鹿島製油所技術副所長）

2022/4/1 黒木　修 製造部新潟事業所長 ＥＮＥＯＳ喜入基地㈱　出向

2022/4/1 丸茂　俊一 製造部知多事業所事務副所長
製造部知多事業所副所長
兼　製造部知多事業所総務グループマネージャー

2022/4/1 都築　清志 製造部知多事業所総務グループマネージャー ＥＮＥＯＳ総研㈱　出向

2022/4/1 中原　隆行 製造部知多事業所設備保全グループ 麻里布製油所設備保全グループマネージャー

2022/4/1 大沢　元 製造部知多事業所製油グループ 製造部知多事業所製油グループマネージャー

2022/4/1 大和　尚也
工務部副部長
兼　工務部システム計画グループマネージャー

工務部副部長

2022/4/1 川原　実樹生 工務部工務グループ 大分製油所工務グループマネージャー

2022/4/1 松下　健二 工務部建築土木グループマネージャー
中央技術研究所
研究所移転プロジェクトグループマネージャー

2022/4/1 髙瀬　雄士 工務部建築土木グループ 工務部建築土木グループマネージャー

2022/4/1 竹下　究 技術計画部設備戦略グループマネージャー 海外事業企画部海外事業開発グループマネージャー

2022/4/1 菅原　博隆 技術計画部技術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

2022/4/1 宮崎　聖司 供給計画部次世代サプライチェーン改革グループ ＩＴ戦略部デジタル推進２グループマネージャー

2022/4/1 橋本　孔明 供給計画部生産計画グループマネージャー 総務部副部長

2022/4/1 松立　恭介 供給計画部生産計画グループ 供給計画部生産計画グループマネージャー

2022/4/1 城川　隆司 需給部副部長 ENEOS Oil & Energy Asia Pte. Ltd.　出向

2022/4/1 野村　佳広 需給部需給管理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

2022/4/1 山中　征爾 需給部需給管理グループ 需給部需給管理グループマネージャー

2022/4/1 山口　謙太郎 需給部海外製品グループ 未来事業推進部事業推進４グループマネージャー
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2022/4/1 兼杉　知和 需給部海外製品グループ
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

2022/4/1 馬場　俊之 原油外航部副部長 ＥＮＥＯＳオーシャン㈱　出向

2022/4/1 藤里　雄大 原油外航部原油業務グループマネージャー
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

2022/4/1 吉満　然 原油外航部原油業務グループ 原油外航部原油業務グループマネージャー

2022/4/1 赤崎　真吾 原油外航部アブダビ事務所長 原油外航部副部長

2022/4/1 羽生　嘉彰 物流管理部地域需給グループマネージャー 物流管理部副部長

2022/4/1 渡辺　拓磨 物流管理部川崎ガスターミナル所長 物流管理部地域需給グループマネージャー

2022/4/1 奥山　久雄 販売企画部副部長 ENEOS Americas Inc.　出向

2022/4/1 亀山　信治
販売企画部副部長
兼　販売企画部特約店サポートグループマネージャー

販売企画部副部長

2022/4/1 北村　洋一 販売企画部販売総括グループ 販売企画部特約店サポートグループマネージャー

2022/4/1 櫻井　紀之 販売企画部販売総括グループ ＩＴ戦略部ＩＴ企画総括グループマネージャー

2022/4/1 金子　貢 販売企画部販売計画グループマネージャー 販売企画部副部長

2022/4/1 中村　長弘 販売企画部販売計画グループ 大阪第２支店業務グループマネージャー

2022/4/1 西岡　義広 販売企画部特約店サポートグループ 大阪第２支店総務グループマネージャー

2022/4/1 長田　弘樹 販売企画部配送企画グループマネージャー 販売企画部受注配送１グループマネージャー

2022/4/1 藤井　昌宏 販売企画部受注配送１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

2022/4/1 近藤　陽平 リテールサポート部副部長
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気需給室長

2022/4/1 鈴木　慎一 リテールサポート部リテール総括グループ リテールサポート部アライアンスグループマネージャー

2022/4/1 山内　高志 リテールサポート部システムプランニンググループ リテールサポート部リテールプログラムグループマネージャー
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2022/4/1 武内　潤 リテールサポート部リテールプログラムグループマネージャー 中部支店販売１グループマネージャー

2022/4/1 松村　研一 リテールサポート部リテールプログラムグループ 東京支店販売３グループマネージャー

2022/4/1 東山　嘉昭 リテールサポート部リテールプログラムグループ 中部支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 高橋　鯉一 リテールサポート部アライアンスグループマネージャー 関東第１支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 小笠原　崇 広域販売部副部長 需給部副部長

2022/4/1 西澤　智幸 広域販売部広域販売１グループマネージャー 広域販売部副部長

2022/4/1 高尾　彰孝 広域販売部広域販売１グループ 広域販売部広域販売１グループマネージャー

2022/4/1 石川　公一 産業エネルギー部副部長 ＩＴ戦略部副部長

2022/4/1 小川　誠一 産業エネルギー部産業エネルギー総括グループマネージャー 産業エネルギー部副部長

2022/4/1 中村　敦 産業エネルギー部産業エネルギー総括グループ 産業エネルギー部産業エネルギー総括グループマネージャー

2022/4/1 田中　有紀 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

2022/4/1 丹下　富夫 産業エネルギー部海外総括グループマネージャー ＥＮＥＯＳグローブ㈱　出向

2022/4/1 関　広 産業エネルギー部産業エネルギー２グループ 九州支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 石川　香織 産業エネルギー部航空燃料グループマネージャー 海外事業企画部海外事業総括グループマネージャー

2022/4/1 南里　浩哉
新規事業デザイン部
新規事業デザイン総括グループマネージャー

新規事業デザイン部副部長

2022/4/1 長谷川　達哉 新規事業デザイン部新規事業デザイン総括グループ
新規事業デザイン部
新規事業デザイン総括グループマネージャー

2022/4/1 馬渡　清彦 新規事業デザイン部モビリティ１グループ 東北支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 西田　浩一郎 新規事業デザイン部ライフサポートグループマネージャー 北海道支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 大岩　裕美 新規事業デザイン部ライフサポートグループ 関東第３支店ＮＥＸＴグループマネージャー
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2022/4/1 林　哲也 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 基礎化学品販売部オレフィングループマネージャー

2022/4/1 齋藤　圭介 基礎化学品企画部基礎化学品企画グループ 海外事業企画部海外事業１グループマネージャー

2022/4/1 京増　眞鉄 基礎化学品企画部基礎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

2022/4/1 岡田　寿夫 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 一般財団法人石油エネルギー技術センター　出向

2022/4/1 山本　秀樹
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

㈱ＥＮＥＯＳサンエナジー　出向

2022/4/1 服部　正人 基礎化学品販売部副部長 サンアロマー㈱　出向

2022/4/1 梶田　道代
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

基礎化学品販売部副部長

2022/4/1 野口　久志 基礎化学品販売部オレフィングループ 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

2022/4/1 枝　夏美 基礎化学品販売部オレフィングループ 基礎化学品販売部ベンゼングループマネージャー

2022/4/1 濱田　裕樹 基礎化学品販売部パラキシレングループマネージャー 基礎化学品販売部副部長

2022/4/1 曽田　匡一 基礎化学品販売部パラキシレングループ 基礎化学品販売部パラキシレングループマネージャー

2022/4/1 華野　洋一郎 基礎化学品販売部ベンゼン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

2022/4/1 郭　将基 基礎化学品販売部ベンゼングループ 基礎化学品販売部溶剤グループマネージャー

2022/4/1 盛武　康裕 水素事業推進部副部長 水素事業技術部副部長

2022/4/1 壹岐　修治 水素事業推進部水素ＳＴ技術グループマネージャー 水素事業技術部水素ＳＴ技術グループマネージャー

2022/4/1 板倉　大輔
水素事業推進部
水素サプライチェーン技術グループマネージャー

水素事業技術部
水素サプライチェーン技術グループマネージャー

2022/4/1 森田　正英
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部副部長

ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱　出向

2022/4/1 中村　繁
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
電気事業部電気ガスシステムグループマネージャー

2022/4/1 松永　俊介
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

海外事業企画部海外事業２グループマネージャー
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2022/4/1 西岡　達矢
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部石炭業務グループマネージャー

水島エルエヌジー㈱　出向

2022/4/1 二股　茂晴
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部副部長

リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部副部長

2022/4/1 高井　健輔
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気業務グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気需給室電気調達グループマネージャー

2022/4/1 仲摩　正浩
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

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気需給室VPP事業グループマネージャー

2022/4/1 榎田　真之
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気事業開発２グループマネージャー

ENEOS Oil & Energy Asia Pte. Ltd.　出向

2022/4/1 菊地　辰夫
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気事業開発２グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気事業開発グループマネージャー

2022/4/1 内嶌　弘直
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気需給グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気需給室電気需給管理グループマネージャー

2022/4/1 小川　敦
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部発電技術グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部副部長

2022/4/1 蜂谷　朋之
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部発電技術グループ

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部発電技術グループマネージャー

2022/4/1 近藤　剛太
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部電気ガスシステムグループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気事業部副部長

2022/4/1 片山　淳也
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

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

2022/4/1 森田　敬将
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長

㈱ＥＮＥＯＳサンエナジー　出向

2022/4/1 山口　毅
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
電気ガス販売部ビジネスサポートグループマネージャー

2022/4/1 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サポートグループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長
兼　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

2022/4/1 小川　哲史
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部ビジネスサポートグループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部副部長

2022/4/1 横川　義生
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス販売１グループマネージャー

総務部総務グループマネージャー

2022/4/1 大須賀　勉
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

東京支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 久保　直寿
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１グループマネージャー

大阪第１支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 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
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日付 氏名 現 新

2022/4/1 森　一朗
リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部電気ガス直売グループマネージャー

リソーシズ＆パワーカンパニー
電気ガス販売部新サービス推進グループマネージャー

2022/4/1 川口　恭寛
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部天然ガス事業サポートグループマネージャー

釧路エルエヌジー㈱　出向

2022/4/1 高江洲　昇
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
兼　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

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

2022/4/1 安井　一行
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

ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱　出向

2022/4/1 岸川　淳二
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

ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱　出向

2022/4/1 水野　環樹
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

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

2022/4/1 武田　望
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

ENEOS Australia Pty Ltd.　出向

2022/4/1 田中　竜太郎
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

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

2022/4/1 酒井　啓介
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油プロジェクトグループ

潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油製造管理グループマネージャー

2022/4/1 横松　威尚
潤滑油カンパニー
潤滑油企画部潤滑油品質保証グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油調達グループマネージャー

2022/4/1 地頭所　昭彦
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油需給グループマネージャー

大同油脂㈱　出向

2022/4/1 大野　信一
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油調達グループマネージャー

富士興産㈱　出向

2022/4/1 新井　雄之
潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油物流グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油物流グループマネージャー

2022/4/1 前山　孝二
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部副部長

天津日石潤滑油脂有限公司　出向

2022/4/1 川上　亮
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

2022/4/1 有本　志郎
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

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

2022/4/1 城田　善盛
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

大阪第２支店潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 石橋　和彦
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部グリースグループ

東北支店潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 柴田　輝
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部冷凍機油・原料油・特品グループマネージャー

関東第１支店潤滑油グループマネージャー
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2022/4/1 八嶋　弘
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部エンジン油グループマネージャー

大阪第１支店潤滑油２グループマネージャー

2022/4/1 松井　茂樹
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部駆動系油グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部自動車用潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 伊藤　岳史
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部工業用潤滑油グループマネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油需給部潤滑油需給グループマネージャー

2022/4/1 置塩　直史
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部工業用潤滑油グループ

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部工業用潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 星野　耕治
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部グリースグループマネージャー

機能材カンパニー
高機能ポリマー事業部
ポリマーマーケティンググループマネージャー

2022/4/1 辰巳　剛
潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部グリースグループ

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部グリースグループマネージャー

2022/4/1 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マネージャー

潤滑油カンパニー
潤滑油研究開発部評価技術グループマネージャー

2022/4/1 山本　純二
機能材カンパニー
機能材事業企画部副部長

大阪第１支店副支店長

2022/4/1 宮田　龍
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

機能材カンパニー
エラストマー事業部ＰＭＩ推進グループマネージャー
兼　㈱ＥＮＥＯＳマテリアル　出向

2022/4/1 吉田　竜彦
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

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

2022/4/1 西澤　剛
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

機能材カンパニー
機能材事業企画部
機能材マーケティング戦略グループマネージャー

2022/4/1 木下　彰人
機能材カンパニー
機能材販売部副部長

機能材カンパニー
エラストマー事業部副部長

2022/4/1 鵜沢　欣彦
機能材カンパニー
機能材販売部副部長

機能材カンパニー
高機能ポリマー事業部副部長

2022/4/1 内山　真
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

機能材カンパニー
高機能ポリマー事業部機能原料グループマネージャー

2022/4/1 長妻　篤太
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

機能材カンパニー
高機能モノマー事業部副部長

2022/4/1 寺内　一訓
機能材カンパニー
機能材販売部ＥＮＢ・ＳＡＳ事業グループ

機能材カンパニー
高機能モノマー事業部ＥＮＢ・ＳＡＳ事業グループマネージャー

2022/4/1 高瀬　憲吾
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

機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材物流グループマネージャー

2022/4/1 大橋　幸一
機能材カンパニー
機能材事業化推進部副部長

ANCI, Inc.　出向

2022/4/1 藤井　智彰
機能材カンパニー
機能材事業化推進部副部長

ＥＮＥＯＳテクノマテリアル㈱　出向
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2022/4/1 上坂　哲也
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１グループマネージャー

ＥＮＥＯＳテクノマテリアル㈱　出向

2022/4/1 西谷　佳典
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２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

2022/4/1 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グループマネージャー

機能材カンパニー
高機能モノマー事業部
モノマーマーケティンググループマネージャー

2022/4/1 椎橋　彬
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
機能材研究開発部樹脂加工グループマネージャー

2022/4/1 竹澤　俊光
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

機能材カンパニー
機能材事業企画部機能材事業サポートグループマネージャー

2022/4/1 水菓子　朋恵
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

ビジネスプロセス改革部副部長

2022/4/1 竹下　隆顯
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
高機能モノマー事業部副部長

2022/4/1 大島　団一郎
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
高機能ポリマー事業部副部長

2022/4/1 小池　剛
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

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

2022/4/1 松尾　彰
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
機能材研究開発部モノマー技術グループマネージャー

2022/4/1 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マネージャー

機能材カンパニー
機能材研究開発部エラストマー技術グループマネージャー

2022/4/1 田中　大直
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
機能材研究開発部副部長

2022/4/1 黒田　育生
機能材カンパニー
機能材研究開発部バイオ技術グループマネージャー

ＥＮＥＯＳテクノマテリアル㈱　出向

2022/4/1 白井　崇弘
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

㈱ＥＮＥＯＳマテリアル　出向

2022/4/1 中島　美代子
中央技術研究所
中央技術研究所総務グループマネージャー

ＩＴ戦略部デジタル推進１グループマネージャー

2022/4/1 中橋　沙織 中央技術研究所総務グループ
中央技術研究所
総務グループマネージャー

2022/4/1 柳川　真一朗
中央技術研究所
技術戦略室技術戦略グループマネージャー

カーボンニュートラル戦略部副部長
兼　カーボンニュートラル戦略部
カーボンニュートラル企画グループマネージャー

2022/4/1 永易　圭行
中央技術研究所
技術戦略室技術戦略グループ

製造部プロセス技術グループマネージャー

2022/4/1 藤井　啓太朗
中央技術研究所
技術戦略室技術戦略グループ

未来事業推進部事業推進１グループマネージャー
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2022/4/1 伊田　領二
中央技術研究所
技術戦略室事業創出推進グループ

機能材カンパニー
高機能ポリマー事業部石油樹脂グループマネージャー

2022/4/1 山本　暁
中央技術研究所
技術戦略室知財企画グループマネージャー

中央技術研究所
技術戦略室副室長

2022/4/1 木口　美和
中央技術研究所
技術戦略室知財企画グループ

中央技術研究所
技術戦略室知財業務１グループマネージャー

2022/4/1 亀川　妙子
中央技術研究所
技術戦略室知財業務１グループマネージャー

中央技術研究所
技術戦略室知財企画グループマネージャー

2022/4/1 三ツ井　裕太
中央技術研究所
燃料・化学品研究所燃料技術グループ

中央技術研究所
燃料・化学品研究所燃料技術グループマネージャー

2022/4/1 木村　信啓
中央技術研究所
燃料・化学品研究所プロセス・触媒グループマネージャー

中央技術研究所
技術戦略室技術戦略グループマネージャー

2022/4/1 島田　孝司
中央技術研究所
燃料・化学品研究所デジタル化技術グループマネージャー

中央技術研究所
燃料・化学品研究所パイロット試験グループマネージャー

2022/4/1 窪田　俊
中央技術研究所
燃料・化学品研究所デジタル化技術グループ

中央技術研究所
燃料・化学品研究所デジタル化技術グループマネージャー

2022/4/1 坂ノ上　宗広
中央技術研究所
燃料・化学品研究所パイロット試験グループマネージャー

中央技術研究所
燃料・化学品研究所プロセス・触媒グループマネージャー

2022/4/1 後藤　晃
中央技術研究所
先進技術研究所低炭素技術グループマネージャー

中央技術研究所
先進技術研究所副所長

2022/4/1 梶田　琢也
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
先進技術研究所低炭素技術グループマネージャー

2022/4/1 福田　明
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
先進技術研究所バイオ技術グループマネージャー

2022/4/1 井深　丈
中央技術研究所
先進技術研究所データサイエンスグループマネージャー

中央技術研究所
先進技術研究所副所長

2022/4/1 長谷川　貴将
中央技術研究所
先進技術研究所データサイエンスグループ

中央技術研究所
先進技術研究所データサイエンスグループマネージャー

2022/4/1 中村　勉
中央技術研究所
ソリューションセンター長

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構　出向

2022/4/1 坂本　清美
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

中央技術研究所
ソリューションセンター長

2022/4/1 井口　健一 仙台製油所製油副所長 仙台製油所技術副所長

2022/4/1 山田　貞一 仙台製油所需給管理グループマネージャー 根岸製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 佐川　瞬大 仙台製油所需給管理グループ 仙台製油所需給管理グループマネージャー
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2022/4/1 吉冨　友也 仙台製油所計装電気グループ 仙台製油所計装電気グループマネージャー

2022/4/1 鈴木　憲人 仙台製油所製油１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

2022/4/1 石塚　弘司 仙台製油所製油２グループマネージャー 仙台製油所製油副所長

2022/4/1 増田　直仁 川崎製油所事務副所長 人事部副部長

2022/4/1 田口　智裕 川崎製油所環境安全副所長 麻里布製油所環境安全副所長

2022/4/1 武田　直登 川崎製油所需給副所長 ＩＴ戦略部副部長

2022/4/1 服部　玲 川崎製油所工務計画副所長 川崎製油所環境安全副所長

2022/4/1 四方路　直樹 川崎製油所川崎製造副所長 川崎製油所浮島製造副所長

2022/4/1 山中　元一 川崎製油所環境安全１グループ 川崎製油所環境安全２グループマネージャー

2022/4/1 長田　真太郎 川崎製油所環境安全２グループマネージャー
鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所環境安全グループマネージャー）

2022/4/1 安部　英樹 川崎製油所品質管理グループマネージャー 大分製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 大嶋　睦弘 川崎製油所需給管理グループマネージャー 川崎製油所需給副所長

2022/4/1 岩佐　愛子 川崎製油所需給管理グループ 川崎製油所需給管理グループマネージャー

2022/4/1 鈴木　隆裕 川崎製油所業務グループマネージャー 川崎製油所需給業務グループマネージャー

2022/4/1 木下　陽介 川崎製油所製油技術グループ 川崎製油所製造７グループマネージャー

2022/4/1 齋藤　崇 川崎製油所技術計画グループ 大分製油所発電動力グループマネージャー

2022/4/1 秋吉　憲作 川崎製油所計装保全グループマネージャー 堺製油所計装電気グループマネージャー

2022/4/1 石原　章人 川崎製油所設備検査グループマネージャー 川崎製油所工務計画副所長

2022/4/1 江川　勇一 川崎製油所製油２グループマネージャー 川崎製油所川崎製造副所長
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2022/4/1 小林　学 川崎製油所製油３グループマネージャー 海外事業企画部副部長

2022/4/1 文　成守 川崎製油所製造７グループマネージャー 麻里布製油所製油副所長

2022/4/1 永山　貴司 根岸製油所直課長 根岸製油所製油４グループマネージャー

2022/4/1 永井　英一 根岸製油所環境安全副所長 日本合成樹脂㈱　出向

2022/4/1 遠藤　文子 根岸製油所製油副所長
リソーシズ＆パワーカンパニー
ＲＰＣ企画部副部長

2022/4/1 高木　康裕 根岸製油所品質管理グループマネージャー 根岸製油所操油２グループマネージャー

2022/4/1 原口　浩二 根岸製油所製油技術グループマネージャー 麻里布製油所製油２グループマネージャー

2022/4/1 岡本　耕介 根岸製油所製油技術グループ 根岸製油所製油技術グループマネージャー

2022/4/1 西川　博樹 根岸製油所設備保全グループマネージャー 堺製油所環境安全グループマネージャー

2022/4/1 鷲津　大 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

2022/4/1 飯田　一男 根岸製油所製油２グループマネージャー 水島製油所需給管理グループマネージャー

2022/4/1 樋渡　信介 根岸製油所製油２グループ 根岸製油所直課長

2022/4/1 砂川　朋仁 根岸製油所製油４グループマネージャー 根岸製油所製油２グループマネージャー

2022/4/1 松本　茂和 根岸製油所操油１グループマネージャー 根岸製油所動力グループマネージャー

2022/4/1 下田　隆行
堺製油所環境安全副所長
兼　堺製油所環境安全グループマネージャー

堺製油所環境安全副所長

2022/4/1 高松　幹生 堺製油所製油技術グループマネージャー 製造部副部長

2022/4/1 西須　巧 堺製油所計装電気グループマネージャー 川崎製油所計装保全グループマネージャー

2022/4/1 徳本　清隆 堺製油所製油１グループ 堺製油所直課長

2022/4/1 池上　英和 和歌山製油所事務副所長 一般財団法人日本化学工業協会　出向
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2022/4/1 田中　修一 和歌山製油所総務グループマネージャー 川崎製油所事務副所長

2022/4/1 菊地　昭利 和歌山製油所品質管理グループマネージャー 和歌山製油所需給管理グループマネージャー

2022/4/1 山本　道彦 和歌山製油所品質管理グループ 和歌山製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 加藤　淳樹 和歌山製油所需給管理グループマネージャー 根岸製油所操油１グループマネージャー

2022/4/1 市来　英久 和歌山製油所需給管理グループ 麻里布製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 柘植　啓彰 和歌山製油所製油技術グループ 水島製油所製油５グループマネージャー

2022/4/1 橋本　裕紀 和歌山製油所工務グループマネージャー 和歌山製油所設備検査グループマネージャー

2022/4/1 藤井　亮 和歌山製油所工務グループ 和歌山製油所工務グループマネージャー

2022/4/1 西川　進一 和歌山製油所設備検査グループマネージャー 川崎製油所設備検査グループマネージャー

2022/4/1 松田　隆彦 水島製油所Ｂ工場製油副所長 製造部副部長

2022/4/1 天本　忍 水島製油所Ａ工場製油副所長 水島製油所Ｂ工場製油副所長

2022/4/1 村上　順 水島製油所環境安全グループマネージャー 水島製油所環境管理グループマネージャー

2022/4/1 田中　博文 水島製油所保安管理グループ 水島製油所安全管理グループマネージャー

2022/4/1 小林　則男 水島製油所品質管理グループマネージャー 川崎製油所品質管理副所長

2022/4/1 桑原　淳 水島製油所需給管理グループマネージャー 水島製油所技術副所長

2022/4/1 三好　維 水島製油所製油技術グループマネージャー 水島製油所Ａ工場製油副所長

2022/4/1 中西　文人 水島製油所製油技術グループ
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所製油技術グループマネージャー）

2022/4/1 大村　敏一 水島製油所工務グループマネージャー 調達戦略部工事調達企画グループマネージャー

2022/4/1 長澤　勝範 水島製油所設備検査グループマネージャー 水島製油所工務グループマネージャー
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2022/4/1 馬嶋　宣旭 水島製油所設備保全２グループ 水島製油所機械保全グループマネージャー

2022/4/1 熊野　弘之 水島製油所機械保全グループマネージャー 川崎製油所設備保全１グループマネージャー

2022/4/1 佐藤　貴仁 水島製油所計装保全グループ 大分製油所計装電気グループマネージャー

2022/4/1 伊藤　嘉英 水島製油所製油２グループマネージャー 大分製油所環境安全副所長

2022/4/1 市島　一輝 水島製油所製油３グループ 仙台製油所製油２グループマネージャー

2022/4/1 森　大輔 水島製油所製油５グループマネージャー 水島製油所製油技術グループマネージャー

2022/4/1 岡田　伸介 麻里布製油所製油副所長 根岸製油所製油副所長

2022/4/1 吉川　武宏 麻里布製油所品質管理グループマネージャー 品質保証部品質保証１グループマネージャー

2022/4/1 藤本　建一 麻里布製油所製油技術グループ 麻里布製油所直課長

2022/4/1 金田　浩一 麻里布製油所設備保全グループマネージャー 麻里布製油所設備検査グループマネージャー

2022/4/1 遠藤　慎也 麻里布製油所設備検査グループマネージャー 水島製油所設備検査グループマネージャー

2022/4/1 服部　昭夫 麻里布製油所製油２グループマネージャー 堺製油所製油技術グループマネージャー

2022/4/1 松尾　俊一 麻里布製油所製油３グループ 麻里布製油所直課長

2022/4/1 吉田　博之 大分製油所直課長 大分製油所製油１グループマネージャー

2022/4/1 網野　英明 大分製油所品質管理グループマネージャー 水島製油所品質管理グループマネージャー

2022/4/1 杉原　宏治 大分製油所需給管理グループマネージャー
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所製油１グループマネージャー）

2022/4/1 清水　雅之 大分製油所需給管理グループ 大分製油所需給管理グループマネージャー

2022/4/1 村田　耕司 大分製油所製油技術グループマネージャー 根岸製油所環境安全副所長

2022/4/1 菊池　大介 大分製油所工務グループマネージャー 大分製油所工務副所長
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2022/4/1 眞殿　一基 大分製油所計装電気グループマネージャー 工務部システム計画グループマネージャー

2022/4/1 鈴木　政洋 大分製油所発電動力グループマネージャー 大分製油所製油技術グループマネージャー

2022/4/1 坂井　文明 北海道支店副支店長 京極運輸商事㈱　出向

2022/4/1 田邉　章夫 北海道支店副支店長
北海道支店副支店長
兼　北海道支店総務グループマネージャー

2022/4/1 武田　理恵 北海道支店総務グループマネージャー 中部支店総務グループマネージャー

2022/4/1 今仁　文治 北海道支店潤滑油グループマネージャー 大阪第１支店副支店長

2022/4/1 山口　誠喜 東北支店業務グループ 九州支店販売３グループマネージャー

2022/4/1 河野　中 関東第１支店副支店長 九州支店副支店長

2022/4/1 進藤　照久 関東第１支店副支店長 東北支店副支店長

2022/4/1 山口　鉄良 関東第１支店総務グループマネージャー ＥＮＥＯＳグローブ㈱　出向

2022/4/1 髙梨　英二 関東第１支店販売２グループマネージャー 北海道支店販売３グループマネージャー

2022/4/1 小林　明 関東第１支店販売３グループマネージャー 関東第１支店販売２グループマネージャー

2022/4/1 相原　友厚 関東第１支店潤滑油グループマネージャー 東京支店潤滑油１グループマネージャー

2022/4/1 澤木　穣 関東第２支店業務グループ 関東第２支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 小金丸　大輔 関東第２支店販売１グループマネージャー 関東第１支店副支店長

2022/4/1 田代　則雄 関東第３支店副支店長 中部支店副支店長

2022/4/1 石渡　良太 関東第３支店総務グループマネージャー 法務部法務３グループマネージャー

2022/4/1 増田　修行 関東第３支店販売２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

2022/4/1 富樫　広治 関東第３支店販売３グループマネージャー 関東第３支店販売２グループマネージャー
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2022/4/1 松本　正 東京支店副支店長 ㈱エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ　出向

2022/4/1 長山　泰之 東京支店総務グループマネージャー 法務部法務１グループマネージャー

2022/4/1 福山　和俊 東京支店業務グループマネージャー 中部支店販売４グループマネージャー

2022/4/1 下村　英樹 東京支店販売５グループマネージャー 東京支店販売４グループマネージャー

2022/4/1 早川　哲生 東京支店潤滑油１グループマネージャー
関東第３支店副支店長
兼　関東第３支店潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 三上　拓哉 中部支店総務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
再生可能エネルギー事業企画グループマネージャー

2022/4/1 山田　高士 中部支店業務グループ 大阪第２支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 西野　覚 中部支店販売１グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳジェネレーションズ　出向

2022/4/1 花田　誠 中部支店販売１グループ 大阪第１支店販売４グループマネージャー

2022/4/1 小市　洋太 中部支店販売２グループマネージャー ENEOS Vietnam Company Limited　出向

2022/4/1 西森　けいじ 中部支店販売３グループマネージャー 中部支店販売２グループマネージャー

2022/4/1 齋藤　和夫 中部支店販売４グループマネージャー 中部支店販売３グループマネージャー

2022/4/1 中里　勝博 中部支店潤滑油２グループマネージャー ENEOS USA Inc.　出向

2022/4/1 大久保　真也 大阪第１支店副支店長 リテールサポート部副部長

2022/4/1 野本　恒志 大阪第１支店副支店長 山西日本能源潤滑油有限公司　出向

2022/4/1 多田　周一郎 大阪第１支店副支店長 ㈱エネックス　出向

2022/4/1 西村　恒彦 大阪第１支店副支店長 東京支店副支店長

2022/4/1 當山　功哲 大阪第１支店業務グループマネージャー 大阪第１支店副支店長

2022/4/1 加藤　譲治 大阪第１支店業務グループ 大阪第１支店業務グループマネージャー
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2022/4/1 村田　浩一 大阪第１支店販売１グループマネージャー ＥＮＥＯＳトレーディング㈱　出向

2022/4/1 振原　隆司 大阪第１支店販売１グループ 関東第２支店販売１グループマネージャー

2022/4/1 上田　浩之 大阪第１支店販売３グループ 東北支店販売３グループマネージャー

2022/4/1 木村　孔士 大阪第１支店販売４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

2022/4/1 徳永　秀樹 大阪第１支店潤滑油１グループ 中国支店潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 森山　茂樹 大阪第１支店潤滑油２グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳサンエナジー　出向

2022/4/1 藤崎　進 大阪第２支店総務グループマネージャー ＥＮＥＯＳキャリアサポート㈱　出向

2022/4/1 遠藤　雄也 大阪第２支店販売３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

2022/4/1 二色　友一郎 中国支店副支店長 大阪第１支店副支店長

2022/4/1 兵藤　旨弘 中国支店総務グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳ　ＮＵＣ　出向

2022/4/1 後藤　秀典 中国支店業務グループ 沖縄支店業務グループマネージャー

2022/4/1 大麻　曜 中国支店販売１グループマネージャー 関東第３支店販売１グループマネージャー

2022/4/1 谷口　隆顕 中国支店販売１グループ 中国支店総務グループマネージャー

2022/4/1 熊井　久敏 中国支店販売２グループ 中国支店販売１グループマネージャー

2022/4/1 吉見　辰博 中国支店販売３グループマネージャー 中国支店ＮＥＸＴグループマネージャー

2022/4/1 林　俊哉 九州支店副支店長 北海道支店副支店長

2022/4/1 城市　幸弘 九州支店総務グループマネージャー 和歌山製油所総務グループマネージャー

2022/4/1 小田切　希一 九州支店業務グループマネージャー ＥＮＥＯＳトレーディング㈱　出向

2022/4/1 緒方　康成 九州支店販売３グループマネージャー 九州支店販売１グループマネージャー
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2022/4/1 片山　洋明 九州支店販売４グループマネージャー ㈱ＥＮＥＯＳフロンティア　出向

2022/4/1 畠山　洋 沖縄支店業務グループマネージャー ㈱ジャパンガスエナジー　出向

2022/4/1 北村　正 シンガポール事務所副所長 経営企画部副部長

2022/4/1 高田　厳 シンガポール事務所副所長 引能仕（上海）能源貿易有限公司　出向

2022/4/1 奥津　英之
鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所製油技術グループマネージャー
　兼　鹿島コンプレックス有限責任事業組合　出向)

製造部操業管理１グループマネージャー

2022/4/1 広橋　雅元
鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所製油技術グループ)

鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所製油技術グループマネージャー）

2022/4/1 中島　幹太
鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所工務グループマネージャー)

工務部副部長

2022/4/1 佐藤　孝喜
大阪国際石油精製㈱　出向
（経営企画部総務グループマネージャー)

大阪国際石油精製㈱　出向
（経営企画部総務グループマネージャー
　兼　千葉製油所総務グループマネージャー）

2022/4/1 冨田　賢一
大阪国際石油精製㈱　出向
（社会環境安全室室長補佐
　兼　千葉製油所環境安全グループ)

むつ小川原石油備蓄㈱　出向

2022/4/1 村瀬　真人
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所環境安全グループ
　兼　社会環境安全室)

大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所環境安全グループマネージャー
　兼　社会環境安全室）

2022/4/1 長谷川　功
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所需給管理グループ)

仙台製油所製油１グループマネージャー

2022/4/1 高武　努
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所製油技術グループマネージャー)

水島製油所製油２グループマネージャー

2022/4/1 福井　立朋
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所工務グループマネージャー)

鹿島石油㈱　出向
（鹿島製油所工務グループマネージャー）

2022/4/1 安達　壮身
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所設備保全グループ)

大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所工務グループマネージャー）

2022/4/1 寺嶋　文隆
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所製油１グループマネージャー)

大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所技術副所長）

2022/4/1 石川　明秀
大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所製油２グループ)

大阪国際石油精製㈱　出向
（千葉製油所直課長）

2022/4/1 細谷　義博 日本海石油㈱　出向 物流管理部川崎ガスターミナル所長

2022/4/1 佐藤　晃夫 ＥＮＥＯＳエルエヌジーサービス㈱　出向
リソーシズ＆パワーカンパニー
ガス事業部天然ガス事業サポートグループマネージャー

2022/4/1 大江　明 レイズネクスト㈱　出向
大阪国際石油精製㈱　出向
（経営企画部副部長
　兼　経営企画部企画グループマネージャー）
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2022/4/1 山本　隆 製造部新潟事業所 製造部新潟事業所事業所長

2022/4/1 杉安　亮 ㈱ＳＨＩＭＡＲＳ　出向 東北支店販売２グループマネージャー

2022/4/1 川嶋　孝司 ＥＭＧルブリカンツ(同)　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
国内電源開発グループマネージャー

2022/4/1 伊藤　惣寿 ＥＭＧルブリカンツ(同)　出向 横浜製造所業務管理グループマネージャー

2022/4/1 小松　隆士 ＥＭＧルブリカンツ(同)　出向
機能材カンパニー
エラストマー事業部副部長
兼　エラストマー事業部エラストマー事業管理グループマネージャー

2022/4/1 川島　美恵 引能仕（北京）企業管理有限公司　出向 経営企画部第１グループマネージャー

2022/5/1 永田　博詳
ENEOS Europe Limited　出向
兼　ENEOS EMEA Limited　出向

大分製油所事務副所長

2022/4/1 紺谷　傑 ENEOS Europe Limited　出向 需給部副部長

2022/4/1 異相　宏典 ENEOS Middle East & Africa FZE　出向 中部支店潤滑油２グループマネージャー

2022/4/1 安部　優吾 ENEOS Oil & Energy Asia Pte. Ltd.　出向 原油外航部アブダビ事務所長

2022/4/1 吉田　広大 ENEOS(Thailand)Ltd.　出向 北海道支店潤滑油グループマネージャー

2022/4/1 鈴木　賢一 JX Nippon TWO Lubricants INDIA Private Limited　出向
潤滑油カンパニー
潤滑油販売部冷凍機油・原料油・特品グループマネージャー

2022/4/1 大塚　秀樹 ENEOS Americas Inc.　出向 新規事業デザイン部ライフサポートグループマネージャー

2022/4/1 尾野　秀樹 ㈱Preferred Computational Chemistry　出向
中央技術研究所
先進技術研究所ＭＩ技術グループマネージャー

2022/4/1 水口　英樹
（ＥＮＥＯＳシステムズ㈱から出向）
ＩＴ戦略部デジタル基盤２グループマネージャー
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