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代表者名 代表取締役社長 山  住  哲  夫 
所 在 地  広島県大竹市明治新開１－７ 
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問合せ先 管理本部 管理統括部  

コミュニケーション室     江口、川崎 
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役員の新担当業務ならびに人事異動についてのお知らせ 

 
 

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員の担当業務ならびに職員の人事異動

につき、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

 

 

記 

 
１．取締役（平成１９年６月２８日付） 

氏 名 役 職 新  担  当 旧  担  当 

山住 哲夫 
代表取締役

社長 
 

 

植竹 正隆 専務取締役 社長補佐ならびに海外統括 
営業部門ならびに海外子会社

の統括 

柳井 隆輔 常務取締役 
船舶塗料事業本部長ならびに

国内子会社統括 
船舶塗料事業本部長 

森安 邦夫 常務取締役 
新規事業本部長 兼 同本部 
コンテナ事業部長 

新規事業本部長 兼 同本部  
コンテナ事業部長 

木戸 久雄 取締役 
管理本部長 兼 同本部管理 
統括部長 

管理本部長 兼 同本部管理  
統括部長 兼 同部経営企画室

長 

Press  Release  
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船田 昌平 取締役 
Chugoku Marine Paints 
(Shanghai),Ltd. 董事長総経

理 兼 中国・香港・韓国担当 

Chugoku Marine Paints 
(Shanghai),Ltd. 取締役社長 
兼 中国・香港担当 

原田  伸 取締役 
研究開発本部長 兼 船舶塗料

事業本部 技術センター所長 
船舶塗料事業本部 技術センタ

ー所長 

熊井 一也 取締役 工業塗料事業本部長 
執行役員 工業塗料事業本部長 
兼 同本部営業統括部長 

廣中 茂美 取締役 
船舶塗料事業本部 国内営業

統括部長 
執行役員 船舶塗料事業本部 

国内営業統括部長 

宮内 光明 取締役 
船舶塗料事業本部 国際営業

統括部長 兼 インド・中東・

東南アジア担当 

執行役員 Chugoku Marine 
Paints (Singapore) Pte.,Ltd. 
取締役社長 兼 Chugoku 
Paints (Malaysia) Sdn.Bhd. 
取締役社長 兼 インド・中東・

東南アジア地区子会社担当 

長谷川 博 取締役 

Chugoku Paints B.V. 取締役

社長 兼 Camrex Chugoku, 
Ltd. 取締役社長 兼 欧州・米

国担当 

執行役員 Chugoku Paints 
B.V. 取締役社長 兼 Camrex 
Chugoku,Ltd. 取締役社長 兼 
欧州米国地区子会社担当 

尾野 眞史 取締役 
船舶塗料事業本部 技術セン

ター副所長 
執行役員 船舶塗料事業本部 
技術センター副所長 

河添 正雄 取締役 
工業塗料事業本部 技術セン

ター所長 
執行役員 工業塗料事業本部 
技術センター所長 

土井 常雄 取締役 生産本部長 
執行役員 Chugoku Marine 
Paints (Shanghai), Ltd. 取締

役 工場担当 兼 技術部長 
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２．執行役員（平成１９年７月１日付） 
氏 名 役 職 新  担  当 旧  担  当 

大上 幸二 執行役員 

Chugoku Marine Paints 
(Hong Kong), Ltd. 董事長総

経理 兼 Chugoku Marine 
Paints (Guang Dong), Ltd. 
董事長総経理 

執行役員 管理本部 管理統括

部 海外管理部長 

吉川 榮一 執行役員 
船舶塗料事業本部 技術セン

ター 管理企画部長 
参与 船舶塗料事業本部 技術

センター 管理企画室長 

大浦 隆志 執行役員 
工業塗料事業本部 営業統括

部長 
参与 工業塗料事業本部 営業

統括部長 

三好 秀則 執行役員 船舶塗料事業本部 企画室長 
参与 船舶塗料事業本部 企画

室長 

亀田  俊 執行役員 
船舶塗料事業本部 国内営業

統括部 大阪支店長 
参与 船舶塗料事業本部 国内

営業統括部 大阪支店長 

羽野 清孝 執行役員 
管理本部 管理統括部 経営

企画室長 兼 同統括部  
海外管理部長 

参与 Chugoku Marine Paints
(Hong Kong), Ltd. 董事長総

経理 兼 Chugoku Marine 
Paints(Guang Dong), Ltd.  
董事長総経理 

近藤 俊昭 執行役員 
船舶塗料事業本部 国際営業

統括部 国際営業部長 
参与 船舶塗料事業本部 国際

営業統括部 国際営業部長 
 
 
３．人事異動（平成１９年７月１日付） 

氏 名 新  担  当 旧  担  当 

鬼石 康之 
船舶塗料事業本部 技術センター

防汚技術部長 
船舶塗料事業本部 技術センター  
防汚第一グループリーダー 

中村 直哉 
研究開発本部 研究センター所長 
兼 同本部 研究センター 第一 
グループリーダー 

研究開発本部 研究センター副所長 兼 
同本部 研究センター 第一グループ

リーダー 

友近 潤二 

Chugoku Marine Paints 
(Singapore) Pte.,Ltd. 取締役社長 
兼 Chugoku Paints (Malaysia) 
Sdn.Bhd. 取締役社長 

船舶塗料事業本部 国内営業統括部

九州支店 福岡営業所長 

宮地 幸夫 
船舶塗料事業本部 技術センター

防食技術部長 
船舶塗料事業本部 技術センター  
防食第二グループリーダー 

以 上 


