歴代会長

初代会長

池田亀三郎

2代会長

坂牧善一郎

3代会長

岩永

巌

（三菱油化社長）

（日本石油化学社長）

（三井石油化学工業社長）

1958年6月～1964年7月

1964年7月～1966年7月

1966年7月～1968年2月

4代会長

長谷川周重

5代会長

岡

藤次郎

6代会長

鳥居

保治

（住友化学工業社長）

（三菱油化社長）

（三井石油化学工業社長）

1968年7月～1970年7月

1970年7月～1972年6月

1972年7月～1974年7月

7代会長
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（役職は就任時のもの）

堀

深

8代会長

黒川

久

9代会長

土方

武

（旭ダウ社長）

（三菱油化社長）

（住友化学工業社長）

1974年7月～1978年7月

1978年7月～1980年7月

1980年7月～1982年7月

10代会長

淡輪

就直

11代・16代会長

吉田

正樹

12代会長

岸本

泰延

（三井石油化学工業社長）

（三菱油化社長）

（昭和電工社長）

1982年7月～1983年7月

1983年7月～1984年7月

1984年7月～1986年7月

1992年7月～1993年3月

13代会長

鈴木

精二

14代会長

森

英雄

15代会長

竹林

省吾

（三菱化成工業社長）

（住友化学工業社長）

（三井石油化学工業社長）

1986年7月～1988年7月

1988年7月～1990年7月

1990年7月～1992年7月

17代会長

村田

一

18代会長

古川

昌彦

19代会長

弓倉

礼一

（昭和電工社長）

（三菱化成社長）

（旭化成工業社長）

1993年3月～1994年7月

1994年7月～1996年7月

1996年7月～1997年7月
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20代会長

昭夫

21代会長

幸田

重教

22代会長

大橋

光夫

（住友化学工業社長）

（三井化学会長）

（昭和電工社長）

1997年7月～1998年7月

1998年7月～2000年7月

2000年7月～2002年7月

23代会長
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香西

正野

寛治

24代会長

蛭田

史郎

25代会長

米倉

弘昌

（三菱化学会長）

（旭化成社長）

（住友化学社長）

2002年7月～2004年7月

2004年7月～2006年7月

2006年7月～

副会長
坂牧善一郎（日本石油化学社長）

1963年5月～1964年7月

安居

喜造（三井石油化学工業社長）

1963年5月～1963年11月

岩永

巌（三井石油化学工業社長）

1963年11月～1966年7月

長谷川周重（住友化学工業社長）

1966年7月～1968年7月、1972年7月～1973年7月

吉野

省治（東燃石油化学社長）

1968年7月～1969年5月

松田

太郎（日本合成ゴム社長）

1968年7月～1969年6月

岡
鳥居

藤次郎（三菱油化社長）
保治（三井石油化学工業社長）

1969年7月～1970年7月
1970年7月～1972年7月

堀

深（旭ダウ社長）

1970年7月～1974年7月

黒川

久（三菱油化社長）

1973年7月～1978年7月

今井

善衛（日本石油化学社長）

1974年7月～1978年7月

土方

武（住友化学工業社長）

1978年7月～1980年7月

勝本信之助（日本合成ゴム社長）

1978年7月～1982年7月

淡輪

就直（三井石油化学工業社長）

1980年7月～1982年7月

吉田

正樹（三菱油化社長）

1982年7月～1983年7月、1990年7月～1992年7月

岸本

泰延（昭和電工社長）

1982年7月～1984年7月

鈴木

精二（三菱化成工業社長）

1983年7月～1986年7月

中野

精紀（三井石油化学工業社長）

1984年7月～1985年7月

竹林

省吾（三井石油化学工業社長）

1985年7月～1986年7月、1988年7月～1990年7月

森

英雄（住友化学工業社長）

1986年7月～1988年7月

田島

栄三（丸善石油化学社長）

1986年7月～1990年7月

松村

繁（東燃石油化学社長）

1990年7月～1991年7月

朝倉

龍夫（日本合成ゴム社長）

1991年7月～1993年7月

村田

一（昭和電工社長）

1992年7月～1993年3月

古川

昌彦（三菱化成社長）

1993年3月～1994年7月

本郷
弓倉
田代

睦（出光石油化学社長）
礼一（旭化成工業社長）
圓（東ソー社長）

1993年7月～1995年7月
1994年7月～1996年7月
1995年7月～1998年7月

香西

昭夫（住友化学工業社長）

1996年7月～1997年7月

幸田

重教（三井石油化学工業社長）

1997年7月～1998年7月

大橋

光夫（昭和電工社長）

1998年7月～2000年7月

犀川

健三（日本石油化学社長）

1998年7月～2000年7月

正野

寛治（三菱化学社長）

2000年7月～2002年7月

山本
山本
西部

侑（出光石油化学社長）
一元（旭化成社長）
孝（新日本石油化学社長）

2000年7月～2002年7月
2002年7月～2003年5月
2002年7月～2004年7月

蛭田

史郎（旭化成社長）

2003年5月～2004年7月

宮脇

一郎（住友化学工業専務）

2004年7月～2006年7月

小野

峰雄（丸善石油化学社長）

2004年7月～2005年7月

野中

洋一（丸善石油化学社長）

2005年7月～

藤吉

建二（三井化学社長）

2006年7月～

専務理事
高坂

正雄

1963年9月～1979年7月

服部

典徳

1979年7月～1987年9月

後藤

宏

1987年9月～1996年7月

北川

幸昌

1996年7月～2006年10月

髙梨

圭介

2006年10月～
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会員会社一覧
旭化成ケミカルズ株式会社

〒101-8101  東京都千代田区神田神保町1-105  神保町三井ビルディング
TEL.03（3296）3200

出光興産株式会社

〒100-8321  東京都千代田区丸の内3-1-1
TEL.03（3213）3605

宇部興産株式会社

http://www.asahi-kasei.co.jp

http://www.idemitsu.co.jp

〒755-8633  山口県宇部市大字小串1978-96
TEL.0836（31）1111

http://www.ube.co.jp

〒105-8449  東京都港区芝浦1-2-1  シーバンスN館
TEL.03（5419）6112
協和発酵ケミカル株式会社

〒103-0022  東京都中央区日本橋室町3-2-15  NBF日本橋室町センタービル6階
TEL.03（3510）3550

株式会社クラレ

http://www.kyowachemical.co.jp

〒100-8115  東京都千代田区大手町1-1-3  大手センタービル
TEL.03（6701）1000

http://www.kuraray.co.jp

〒530-8611  大阪府大阪市北区梅田1-12-39  新阪急ビル
TEL.06（6348）2111
サンアロマー株式会社

〒140-0002  東京都品川区東品川2-2-24  天王洲セントラルタワー
TEL.03（5781）5608

JSR株式会社

〒104-8410  東京都中央区築地5-6-10  浜離宮パークサイドプレイス
TEL.03（5565）6500

昭和電工株式会社

http://www.eneos.co.jp

〒104-8260  東京都中央区新川2-27-1  東京住友ツインビルディング東館
TEL.03（5543）5500

ダイセル化学工業株式会社

http://www.nscc.co.jp

〒105-8412  東京都港区西新橋1-3-12
TEL.03（3502）1131

住友化学株式会社

http://www.sdk.co.jp

〒101-0021  東京都千代田区外神田4-14-1  秋葉原UDX13階
TEL.03（5207）7600

新日本石油株式会社

http://www.jsr.co.jp

〒105-8518  東京都港区芝大門1-13-9
TEL.03（5470）3111

新日鐵化学株式会社

http://www.sunallomer.co.jp

http://www.sumitomo-chem.co.jp

〒530-0001  大阪府大阪市北区梅田3-4-5  毎日インテシオ
TEL.06（6342）6111

http://www.daicel.co.jp

〒108-8230  東京都港区港南2-18-1  JR品川イーストビル
TEL.03（6711）8111
太陽石油株式会社

〒100-0011  東京都千代田区内幸町2-2-3  日比谷国際ビル15階
TEL.03（3502）1601

チッソ株式会社

〒100-8105  東京都千代田区大手町2-2-1  新大手町ビル9階
TEL.03（3243）6400

DIC（ディーアイシー）株式会社

http://www.chisso.co.jp

〒103-8233  東京都中央区日本橋3-7-20
TEL.03（3272）4511
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http://www.taiyooil.net

http://www.dic.co.jp

電気化学工業株式会社

東ソー株式会社

〒103-8338  東京都中央区日本橋室町2-1-1  日本橋三井タワー
TEL.03（5290）5055

http://www.denka.co.jp

〒105-8623  東京都港区芝3-8-2  芝公園ファーストビル
TEL.03（5427）5100

http://www.tosoh.co.jp

東燃化学株式会社

〒108-8005  東京都港区港南1-8-15  Wビル

株式会社トクヤマ

〒150-8383  東京都渋谷区渋谷3-3-1  渋谷金王ビル

TEL.03（6713）4005（経営計画部）

http://www.tonengeneral.co.jp

TEL.03（3499）8030 http://www.tokuyama.co.jp
〒745-8648  山口県周南市御影町1-1
TEL.0834（21）4326

株式会社日本触媒

〒541-0043  大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1  興銀ビル
TEL.06（6223）9111 http://www.shokubai.co.jp
〒100-0011  東京都千代田区内幸町1-2-2  日比谷ダイビル
TEL.03（3506）7475

日本ゼオン株式会社

〒100-8246  東京都千代田区丸の内1-6-2  新丸の内センタービルディング
TEL.03（3216）1772

http://www.zeon.co.jp

日本ポリエチレン株式会社

〒108-0014  東京都港区芝4-14-1  三菱ケミカルホールディングスビル

日本ポリプロ株式会社

〒108-0014  東京都港区芝4-14-1  三菱ケミカルホールディングスビル

日本ユニカー株式会社

〒210-0862  神奈川県川崎市川崎区浮島町8-1

株式会社プライムポリマー

丸善石油化学株式会社

三井化学株式会社

三井・デュポン ポリケミカル株式会社

三菱化学株式会社

TEL.03（6414）4300

TEL.03（6414）4500

TEL.044（299）5711

http://www.pochem.co.jp/jpe/index2.html

http://www.pochem.co.jp/jpp/index2.html

http://www.unicar.jp

〒105-7117  東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター
TEL.03（6253）4500

http://www.primepolymer.co.jp

〒104-8502  東京都中央区八丁堀2-25-10  三信八丁堀ビル
TEL.03（3552）9361

http://www.chemiway.co.jp

〒105-7117  東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター
TEL.03（6253）2225

jp.mitsuichem.com

〒105-7117  東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター17階
TEL.03（6253）4000

http://www.mdp.jp

〒108-0014  東京都港区芝4-14-1  三菱ケミカルホールディングスビル
TEL.03（6414）3000

http://www.m-kagaku.co.jp

三菱ガス化学株式会社

〒100-8324  東京都千代田区丸の内2-5-2  三菱ビルディング

三菱レイヨン株式会社

〒108-8506  東京都港区港南1-6-41  品川クリスタルスクエア
TEL.03（5495）3107 http://www.mrc.co.jp

TEL.03（3283）5000

http://www.mgc.co.jp
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