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２０２２年５月１３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：齊藤 猛）の役員等の人事異動に

ついて、下記の通り人事を内定しましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役の異動につきましては、本年６月２８日の定時株主総会および取締役会において、正式に

決定いたします。 

 

記 

１．取締役および取締役を兼務する執行役員の人事 

（１）新任 

日付 氏名 現 新 

6月 28日 椎名 秀樹 

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 

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（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 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 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 
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日付 氏名 現 新 

6月 28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 

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） 

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） 

ＥＶ事業推進部 管掌 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 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） 

ＥＶ事業推進部 管掌 

6月 28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 

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） 

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 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 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 

6月 28日 中原 俊也 
ＪＸ石油開発(株) 

代表取締役社長 社長執行役員 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

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 

6月 28日 冨田 哲郎 ― 
ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

社外取締役 
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（２）退任 

日付 氏名 現 新 

6月 28日 横井 敬和 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 
― 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 
― 

6月 28日 岩瀬 淳一 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役 
― 

ＥＮＥＯＳ（株） 

取締役 
― 

6月 28日 細井 裕嗣 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸ石油開発(株) 

特別理事 

ＪＸ石油開発（株） 

特別理事 

6月 28日 宮田 賀生 
ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

社外取締役 
― 

 

２．取締役以外の人事 

（１）ＥＮＥＯＳホールディングス（株）の人事 

日付 氏名 現 新 

6月 28日 木村 康 
ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

特別理事 
退任 

6月 28日 安達 博治 
ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

理事 
退任 

 

（２）ＥＮＥＯＳ（株）の人事 

日付 氏名 現 新 

6月 1日 坂本 浩一 
ＥＮＥＯＳ（株） 

海外事業企画部副部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

機能材カンパニー 

高機能ポリマー事業部長 

6月 30日 佐藤 宏之 
ＥＮＥＯＳ（株） 

理事 
退任 
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３．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保険サービス（株）の人事 

日付 氏名 現 新 

6月 30日 岩上 浩幸 代表取締役社長 退任 

6月 30日 川村 健介 

取締役（非常勤） 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

  財務部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

財務部長 

代表取締役社長（非常勤） 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

  財務部長 

ＥＮＥＯＳ（株） 

財務部長 

 

 

以  上 

 

 

＜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６月２８日付） 

＜参考資料②＞ＥＮＥＯＳ株式会社の役員体制（２０２２年６月２８日付） 

 



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 椎名　秀樹

取締役
副社長執行役員
社長補佐

井上　啓太郎

取締役 宮田　知秀

取締役（非常勤） 中原　俊也

取締役（非常勤） 村山　誠一

社外取締役 大田　弘子

社外取締役 工藤　泰三

社外取締役 冨田　哲郎

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６月２８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）
代表取締役社長　社長執行役員

ＪＸ金属（株）
代表取締役社長　社長執行役員

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

副社長執行役員
社長補佐
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３．取締役を兼務しない執行役員

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
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＜参考資料②＞ＥＮＥＯＳ株式会社の役員体制 （２０２２年６月２８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 椎名　秀樹

取締役 井上　啓太郎

取締役 宮田　知秀

２．監査役

監査役（常勤） 太内　義明

監査役（常勤） 西村　伸吾

社長執行役員

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

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

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）　ＥＶ事業推進部　管掌

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
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３．取締役を兼務しない執行役員

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

執行役員 原　敬

リソーシズ＆パワーカンパニー・プレジデント

根岸製油所長

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

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・
新規事業デザイン部・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 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

執行役員 村橋　英二

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

供給計画部長

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

海外事業企画部長

麻里布製油所長
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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

販売企画部長

経営企画部長
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