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役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定しました。 

なお、本件は、2007年6月28日に開催を予定している定時株主総会、ならびに総会終了後の取締役会

において正式決定となります。 

 

１． 代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 長谷川 昇（はせがわ のぼる）  取締役副社長 技術・研究開発管掌 ＣＳＲ委員長 

                  日本製紙㈱代表取締役副社長（兼任） 

                  現 取締役 ＣＳＲ担当 日本製紙㈱代表取締役副社長（兼任） 

 

 福永 行雄（ふくなが ゆくお）  取締役 管理管掌 

                  日本製紙㈱専務取締役管理本部長（兼任 6/22付） 

                  現 取締役 日本製紙㈱常務取締役管理本部長（兼任） 

 

 芳賀 義雄（はが よしお）    取締役 企画本部長 

                  日本製紙㈱常務取締役企画本部長（兼任） 

                  現 取締役 日本製紙㈱常務取締役企画本部長（兼任） 

 

 本村 秀（もとむら まさる）   取締役 総務･人事管掌 

                  日本製紙㈱常務取締役総務・人事本部長（兼任 6/22付） 

                  現 取締役 日本製紙㈱取締役総務・人事本部長（兼任） 

 

３．新任役員等 

 なし 

 

４．退任役員等 

 井上 敏雄（いのうえ としお）  現 取締役 

                  日本製紙ケミカル㈱代表取締役社長（専任） 

 

５．機構改革（6月28日付） 

 本社組織一部改正  企画本部を新設し、同本部内に経営企画部・関連企業部・海外部（ロングビ 

           ュー支店および中国事務所を含む）・アグリ事業推進室・資産活用推進室を設

           置する。また、広報・ＩＲ室をＩＲ室に改称し、経営企画部内に置く。 

以上 



 
 

2007年5月24日 

株式会社日本製紙グループ本社 

 

主要グループ会社の役員等の異動に関するお知らせ 

 

日本製紙グループの主要なグループ会社における役員等の異動を下記の通り内定しました。 

 

日本製紙株式会社 6月22日付 
 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 福永 行雄（ふくなが ゆくお）  専務取締役 管理本部長、 

                  ㈱日本製紙グループ本社取締役 管理管掌（兼任 6/28付） 

                  現 常務取締役 管理本部長、㈱日本製紙グループ本社取締役（兼任） 

 

 山下 勁（やました つよし）   専務取締役 新聞営業本部長 

                  現 常務取締役 新聞営業本部長 

 

 本村 秀（もとむら まさる）   常務取締役 総務・人事本部長、 

                  ㈱日本製紙グループ本社取締役 総務・人事管掌（兼任 6/28付） 

                  現 取締役 総務・人事本部長、㈱日本製紙グループ本社取締役（兼任） 

 

 平川 昌宏（ひらかわ まさひろ） 常務取締役 石巻工場長 

                  現 取締役 石巻工場長 

 

 倉田 博美（くらた ひろみ）   常務取締役 勇払工場長兼白老工場長 

                  現 取締役 勇払工場長兼白老工場長 

 

 中山 哲（なかやま てつ）    取締役 釧路工場長 

                  現 取締役 技術本部長代理兼生産部長 

 

３．新任役員等 

 山田 英継（やまだ ひでつぐ）  取締役 研究開発本部長 

                  現 日本製紙クレシア㈱常務取締役 

 

 原田 勇（はらだ いさむ）    取締役 勿来工場長 

                  現 勿来工場長 

 

 丸川 修平（まるかわ しゅうへい） 取締役 総務・人事本部長代理兼人事部長 

                  現 総務・人事本部長代理兼人事部長 

 

 藤崎 夏夫（ふじさき なつお）  取締役 技術本部長代理兼生産部長 

                  現 勇払工場長代理 

 

 



 
 石川 博敏（いしかわ ひろとし） 監査役、㈱日本製紙グループ本社監査役（兼任） 

                  現 ㈱日本製紙グループ本社監査役 

 

４．退任役員等 

 望月 豊（もちづき ゆたか）   顧問（非常勤） 

                  現 取締役 釧路工場長 

 

 藤原 秀樹（ふじわら ひでき）  日本紙パック㈱常務取締役就任（6/15付） 

                  現 取締役 研究開発本部長 

 

 菊池 恒雄（きくち つねお）   日本大昭和板紙㈱監査役就任（6/21付） 

                  現 監査役 



 

日本大昭和板紙株式会社 6月21日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 池内 良輔（いけうち りょうすけ）専務取締役 企画本部長兼業務本部長 

                  現 常務取締役 企画本部長 

 

 木村 守男（きむら もりお）   専務取締役 段ボール原紙営業本部長 板紙営業本部管掌 

                  現 常務取締役 段ボール原紙営業本部長 板紙営業本部管掌 

 

 濱島 明人（はましま あきと）  常務取締役 総務人事本部長兼人事部長 

                  現 取締役 総務人事本部長兼人事部長 

 

 軽部 俊一（かるべ しゅんいち） 取締役 技術本部長兼生産技術部長 環境担当 

                  現 取締役 技術本部副本部長兼生産技術部長 

 

３．新任役員等 

 楠本 智啓（くすもと ともひろ） 取締役 洋紙・特殊紙営業本部副本部長、 

                  日本大昭和板紙西日本㈱取締役 高知工場長（兼任） 

                  現 日本大昭和板紙関東㈱取締役 足利工場長 

 

 篠田 康二（しのだ こうじ）   取締役、 

                  日本大昭和板紙西日本㈱取締役 芸防工場長（兼任） 

                  現 日本大昭和板紙西日本㈱取締役 芸防工場長 

 

 菊池 恒雄（きくち つねお）   常勤監査役 

                  現 日本製紙㈱監査役 

 

 市毛 純（いちげ じゅん）    監査役（非常勤）、日本製紙㈱管理本部経理部長（兼任） 

                  現 日本製紙㈱管理本部経理部長 

 

４．退任役員等 

 泰樂 俊一（たいらく しゅんいち）現 専務取締役 業務本部長兼物流部長 

 

 泉 武志（いずみ たけし）    現 取締役 技術本部長 環境担当 

 

 橋本 篤（はしもと あつし）   現 常勤監査役 

 

 石川 博敏（いしかわ ひろとし） 現 監査役（非常勤） 



 

日本製紙クレシア株式会社 6月20日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 鹿野 秀人（かの ひでひと）   専務取締役 営業統括本部長兼マーケティング本部長 

                  現 常務取締役 営業統括本部長兼マーケティング本部長 

 

 上野 明夫（うわの あきお）   専務取締役 総務・人事本部長兼人事部長 

                  現 常務取締役 総務･人事本部長兼人事部長 

 

 熱海 裕（あつみ ゆたか）    取締役 技術本部長 環境・安全担当 

                  現 取締役 京都工場長 

 

３．新任役員等 

 深貝 保明（ふかがい やすあき） 取締役 企画本部長兼マーケティング本部長代理（原材料調達部担当） 

                  兼監査室長 

                  現 企画本部長兼マーケティング本部長代理（原材料調達部担当） 

 

 中村 勉（なかむら つとむ）   取締役 家庭用品営業本部長兼量販統括部長 

                  現 家庭用品営業本部長兼量販統括部長 

 

 福岡 寿一（ふくおか としかず） 監査役 

                  現 監査室長 

 

 

４．退任役員等 

 山田 英継（やまだ ひでつぐ）  日本製紙㈱取締役 研究開発本部長就任（6/22付） 

                  現 常務取締役 技術本部長 環境・安全担当 

 

 田中 三郎（たなか さぶろう）  現 取締役 マーケティング本部長代理 



 

日本紙パック株式会社 6月15日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 落合 敞（おちあい ひろし）   フィルム営業部長（兼任） 

                  現 常務取締役 企画管理本部長兼勿来フィルム㈱代表取締役社長 

 

３．新任役員等 

 藤原 秀樹（ふじわら ひでき）  常務取締役 商品開発担当 

                  現 日本製紙㈱取締役 研究開発本部長 

 

 市毛 純（いちげ じゅん）    監査役（非常勤）、日本製紙㈱管理本部経理部長（兼任） 

                  現 日本製紙㈱管理本部経理部長 

 

４．退任役員等 

 松尾 博（まつお ひろし）    現 監査役（非常勤） 



 

日本製紙ケミカル株式会社 6月21日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 吉井 正衛（よしい まさもり）  専務取締役 営業本部長 社長補佐（総務人事部・経理部担当） 

                  現 常務取締役 営業本部長 社長補佐（総務人事部・経理部担当） 

 

 熊切 愼二（くまきり しんじ）  常務取締役 営業本部長代理兼第二営業部長 

                  現 取締役 営業本部長代理兼第二営業部長 

 

 牧田 雄介（まきた ゆうすけ）  常務取締役 営業本部長代理兼第一営業部長 

                  現 取締役 営業本部長代理兼第一営業部長 

 

 門田 國昭（もんでん くにあき） 取締役 江津事業所長 

                  現 取締役 技術本部長代理 

 

３．新任役員等 

 木下 和俊（きのした かずとし） 取締役 

                  現 第三営業部長 

 

 市毛 純（いちげ じゅん）    監査役（非常勤）、日本製紙㈱管理本部経理部長（兼任） 

                  現 日本製紙㈱管理本部経理部長 

 

４．退任役員等 

 谷 秀城（たに ひでき）     現 取締役 江津事業所長 

 

 井上 晋一郎（いのうえ しんいちろう）現 監査役（非常勤）



 

日本製紙木材株式会社 6月20日付 

 

１．代表取締役の異動 

 棚田 悟（たなだ さとる）    専務取締役、㈱パル取締役（兼任） 

                  現 代表取締役社長 

 

 岩渕 正廣（いわぶち まさひろ） 代表取締役社長 

                  現 南光運輸㈱代表取締役社長 

 

 

２．役員の異動 

 久保田 尊雄（くぼた たかお）  常務取締役 管理本部長兼経理部長 

                  現 取締役 管理本部長兼経理部長 

 

 安倍 義弘（あべ よしひろ）   常務取締役 富士営業所長、ニチモクパレット㈱代表取締役社長（兼任） 

                  現 取締役 富士営業所長、ニチモクパレット㈱代表取締役社長（兼任） 

 

３．新任役員等 

 なし 

 

４．退任役員等 

 中村 意（なかむら もと）    十條集成材㈱代表取締役社長（専任） 

                  現 専務取締役 東京支店長、十條集成材㈱代表取締役社長（兼任） 



 

日本紙通商株式会社 6月25日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員の異動 

 菅野 行男（かんの ゆきお）   専務取締役 機能材本部長 

                  現 常務取締役 機能材本部長 

 

 門林 隆雄（もんばやし たかお） 専務取締役 新聞出版直需本部長 

                  現 常務取締役 新聞出版直需本部長 

 

 黒澤 好宏（くろさわ よしひろ） 常務取締役 貿易・海外本部長 

                  現 取締役 貿易・海外本部長 

 

３．新任役員等 

 なし 

 

４．退任役員等 

 なし 



 

日本製紙総合開発株式会社 6月20日付 

 

１．代表取締役の異動 

 なし 

 

２．役員等の異動 

 島村 利夫（しまむら としお）  テナント開発事業部長（兼任） 

                  現 専務取締役 社長補佐 事業本部長 

 

 小林 茂裕（こばやし しげひろ） 海外環境緑化推進室長（兼任） 

                  現 常務取締役 新規事業本部長兼東京スポーツ・レジャー事業部長 

 

 落合 純一（おちあい じゅんいち）取締役 丸沼高原リゾート事業部長 

                  現 取締役 テナント開発事業部長兼海外環境緑化推進室長 

 

３．新任役員等 

 大林 保仁（おおばやし やすひと）監査役（非常勤）、日本製紙㈱企画本部関連企業部長（兼任） 

                  現 日本製紙㈱企画本部関連企業部長 

 

４．退任役員等 

 緒方 康文（おがた やすふみ）  南光運輸㈱代表取締役社長就任（6/21付） 

                  現 取締役 丸沼高原リゾート事業部長 

 

 松尾 博（まつお ひろし）    現 監査役（非常勤） 



 

その他連結子会社の社長人事 

 

興陽製紙株式会社（6月21日付） 

 浜沖 賢（はまおき けん）   現 日本製紙㈱釧路工場長代理兼抄造部長 

 

日本製袋株式会社（6月21日付） 

 二宮 尊志（にのみや たかし） 現 日本製紙㈱関西営業支社長 

 

旭新運輸株式会社（6月21日付） 

 川原 雅紀（かわはら まさき） 現 日本製紙㈱勇払工場長代理兼事務部長、兼白老工場長代理兼事務部長 

 

南光運輸株式会社（6月 21日付） 

 緒方 康文（おがた やすふみ） 現 日本製紙総合開発㈱取締役 丸沼高原リゾート事業部長 

 

岩国海運株式会社（6月25日付） 

 木村 重則（きむら しげのり） 現 日本製紙㈱岩国工場長代理兼事務部長（兼任） 
 
 
 

以上 
 


