
令和4年2月吉日

各　位

　 新生紙パルプ商事株式会社

代表取締役社長　三瓶　悦男

　　    　　　　　

(問合せ先)  管理統括本部長　重田　栄治

(℡．03-3259-5080）

　　弊社は、令和4年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を

　決定しましたので、お知らせいたします。

１．役員人事（令和4年4月1日付）

(1) 異動

西岡　宏侍
取締役　専務執行役員
東京本店 情報機能材・パッケージ事業管掌

取締役　専務執行役員
東京本店長

鈴木　厚彦
取締役　常務執行役員
東京本店 化成品事業部担当

取締役　常務執行役員
東京本店　化成品事業部長
兼 営業統括本部 化成品担当

大木　猛
取締役　常務執行役員
営業統括本部 業務本部管掌

取締役　常務執行役員
東京本店 パッケージ事業部長
兼 営業統括本部 パッケージ担当

(2) 異動・昇進

鳥羽　登
取締役　常務執行役員
東京本店　印刷用紙事業管掌
兼 営業統括本部 印刷担当

取締役　上席執行役員
東京本店　第二ペーパー事業部長
兼 営業統括本部 印刷担当

(3) 昇進

重田　栄治
取締役　常務執行役員
管理統括本部長
兼 管理統括本部 総務本部長

取締役　上席執行役員
管理統括本部長
兼 管理統括本部 総務本部長

２．執行役員人事（令和4年4月1日付） 

(1) 異動・昇進

木村　正史
上席執行役員
営業統括本部 海外事業部長

執行役員
東京本店 海外事業部長
兼 営業統括本部 海外担当

上羽　昌雄
上席執行役員
東京本店 パッケージ事業部長
兼 営業統括本部 パッケージ担当

執行役員
九州支店長

成木　勝之
上席執行役員
名古屋支店長
兼 名古屋支店 パッケージ事業部長

執行役員
名古屋支店長
兼 名古屋支店 ペーパー事業部長
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(2) 異動

厨川　秀樹
執行役員
東京本店 情報機能材事業部長
兼 営業統括本部 情報機能材担当

執行役員
東京本店 第一ペーパー事業部長

新保　浩司
執行役員
東京本店 第二ペーパー事業部長

執行役員
東京本店 情報機能材事業部長
兼 営業統括本部 情報機能材担当

(3) 新任

彦坂　知史
執行役員
九州支店長

大阪支店 ペーパー事業部長

栗原　光晴
執行役員
東京本店 第三ペーパー事業部長

東京本店 第三ペーパー事業部長

髙橋　雄康
執行役員
東京本店 第一ペーパー事業部長

東京本店 第三ペーパー事業部 印刷用紙一部長

３．店長人事（異動）（令和4年4月1日付）

長谷川　智 名古屋支店 ペーパー事業部 直需部長 富山支店長 兼 富山支店営業部長

吉原　健史 富山支店長 兼 富山支店営業部長 東京本店 パッケージ事業部 段ボール部付課長

４．本部長・事業部長人事（昇進）（令和4年4月1日付）

上野　靖
営業統括本部 パッケージ担当
段ボール統括 本部長

東京本店 パッケージ事業部 段ボール部長

馬場　正郎
管理統括本部
総務本部付 西日本総務担当

大阪支店 総務部長

川村　芳久
東京本店 化成品事業部長
兼 営業統括本部 化成品担当

東京本店 化成品二部長

林　　利行 大阪支店 ペーパー事業部長 大阪支店 ペーパー事業部 卸商部長

小作 直義 大阪支店 化成品事業部長 大阪支店 化成品二部長

高梨　文吾 名古屋支店 ペーパー事業部長 名古屋支店 仕入部長

５．事業部長人事（異動）（令和4年4月1日付）

森田　好則 社長直轄 監査部担当 名古屋支店 パッケージ事業部長
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役員・監査役・執行役員の体制 （令和4年4月1日付）

役　位

代表取締役会長 加藤 康次郎

代表取締役社長 三瓶　悦男 兼　営業統括本部長

取締役　専務執行役員 西岡　宏侍 東京本店　情報機能材・パッケージ事業管掌

取締役　常務執行役員 鈴木　厚彦 東京本店　化成品事業部担当

取締役　常務執行役員 大木　猛 営業統括本部　業務本部管掌

取締役　常務執行役員 鳥羽　登
東京本店　印刷用紙事業管掌
兼　営業統括本部　印刷担当

取締役　常務執行役員 重田　栄治
管理統括本部長
兼　管理統括本部　総務本部長

取締役 上田　淳史 社外取締役

監査役
（常勤）

宮本　貞彦

監査役
（常勤）

井上 眞樹夫

監査役
（非常勤）

佐藤　誠一 社外監査役

監査役
（非常勤）

望月 健太郎 社外監査役

上席執行役員 鈴木　正美 営業統括本部　業務本部長

上席執行役員 中山　和久 大阪支店長

上席執行役員 木村　正史 営業統括本部　海外事業部長

上席執行役員 上羽　昌雄
東京本店　パッケージ事業部長
兼　営業統括本部　パッケージ担当

上席執行役員 成木　勝之
名古屋支店長
兼　名古屋支店　パッケージ事業部長

執行役員 厨川　秀樹
東京本店　情報機能材事業部長
兼　営業統括本部　情報機能材担当

執行役員 鈴木　一広
札幌支店長
兼　札幌支店　総務部長

執行役員 新保　浩司 東京本店　第二ペーパー事業部長

執行役員 彦坂　知史 九州支店長

執行役員 栗原　光晴 東京本店　第三ペーパー事業部長

執行役員 髙橋　雄康 東京本店　第一ペーパー事業部長

(その他の店長)

東原　康人 仙台支店長

吉原　健史 富山支店長

以　上

氏　名 役　　職


