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2007 年 8 月 27 日 

 

 

日 本 紙 通 商 株 式 会 社 の役員 等 が内定  

 

日本製紙（社長：中村雅知）の連結子会社である日本紙通商株式会社（本社：東京都千代田区 社長：山

本登志男）と、日本製紙の代理店である株式会社マンツネ（社長：藤田 武）とは、本年 10 月 1 日に合併し、

新たに「日本紙通商株式会社」として発足します。本日、合併後の会社の役員等が内定しましたので、お

知らせいたします。 

 

１．代表取締役 

伊藤 弘之 （いとう ひろゆき）  代表取締役会長  

               現 株式会社マンツネ 代表取締役会長 

山本 登志男 （やまもと としお）  代表取締役社長  

               現 日本紙通商株式会社 代表取締役社長 

竹尾 治  （たけお おさむ）   代表取締役副社長 社長補佐、営業・支社管掌 

               現 日本紙通商株式会社 代表取締役副社長 

榛澤 教行 （はんざわ のりゆき） 代表取締役副社長 社長補佐、管理・関連会社管掌  

               現 日本紙通商株式会社 代表取締役副社長 

 

２．取締役 

藤田 武 （ふじた たけし）    専務取締役 関西支社長 

               現 株式会社マンツネ 代表取締役社長 

菅野 行男 （かんの ゆきお）   専務取締役 機能材本部長 

               現 日本紙通商株式会社 専務取締役 機能材本部長 

門林 隆雄 （もんばやし たかお） 専務取締役 新聞出版用紙本部長 

               現 日本紙通商株式会社 専務取締役 新聞出版直需本部長 

高橋 裕 （たかはし ゆたか）   常務取締役 直需本部長・卸商本部管掌 

               現 株式会社マンツネ 専務取締役 東京洋紙営業本部長 

江口 哲夫 （えぐち てつお）   常務取締役 紙販売推進本部長 

               現 日本紙通商株式会社 常務取締役 紙販売推進本部長 

高橋 幸計 （たかはし ゆきかず） 常務取締役 物資・化学品本部長 

               現 日本紙通商株式会社 常務取締役 物資・化学品本部長 

徳岡 敏 （とくおか さとし）    常務取締役 経営企画本部長兼管理本部長 

               現 日本紙通商株式会社 常務取締役 大阪支店長 

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 日本紙通商株式会社 常務取締役 貿易・海外本部長 
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尾島 栄助 （おじま えいすけ）  取締役 包装材料本部長 

               現 株式会社マンツネ 常務取締役 東京包材営業本部長 

小泉 豊 （こいずみ ゆたか）   取締役 経営企画本部副本部長 

               現 日本紙通商株式会社 取締役 経営企画本部副本部長 

木内 正男 （きうち まさお）   取締役 情報用紙本部長 

               現 日本紙通商株式会社 取締役 情報用紙本部副本部長 

斉藤 良博 （さいとう よしひろ）  取締役 卸商本部長 

               現 日本紙通商株式会社 取締役 卸商本部長 

玉谷 健 （たまや たけし）    取締役 貿易・海外本部副本部長兼紙貿易部長 

               現 日本紙通商株式会社 参与 貿易・海外本部副本部長兼紙貿易部長 

浅香 博胡 （あさか ひろき）   取締役 管理本部副本部長兼人事部長 

               現 日本紙通商株式会社 参与 総務人事本部副本部長兼人事部長 

中山 健三 （なかやま けんぞう） 取締役 中部支社長 

               現 日本紙通商株式会社 参与 札幌支店長 

奥村 信博 （おくむら のぶひろ） 取締役 関西支社長代理兼フィルム包材部長 

               現 株式会社マンツネ 常務取締役 関西支社長 

川原 正也 （かわはら まさや）  取締役 新聞出版用紙本部副本部長兼出版用紙二部長 

               現 日本紙通商株式会社 新聞出版直需本部副本部長兼出版用紙二部長 

 

３．監査役 

後藤 達夫 （ごとう たつお）   常勤監査役 

               現 常勤監査役 

江尻 忠志 （えじり ただし）   常勤監査役 

               現 日本紙通商株式会社 参与 管理本部副本部長兼管理部長兼審査部長 

野沢 徹 （のざわ とおる）    監査役（非常勤） 

               現 監査役 （日本製紙株式会社 財務部長兼任） 

 

４．退任役員等（9 月 30 日付） 

井南 昭次 （いなみ しょうじ）   現 日本紙通商株式会社 専務取締役 情報用紙本部長 

富張 清人 （とみはり きよと）   東京資源株式会社 代表取締役社長に就任 

               現 日本紙通商株式会社 専務取締役 総務人事本部長兼経営企画本部長 

坂本 巖 （さかもと いわお）   現 日本紙通商株式会社 常務取締役 管理本部長 

河埜 克利 （かわの かつとし）  現 日本紙通商株式会社 取締役 九州支店長 

関 浩 （せき ひろし）      嘱託 管理本部長付  

               現 株式会社マンツネ 常務取締役 管理本部長 

宇野 皓三 （うの こうぞう）    現 日本紙通商株式会社 監査役  

酒井 政孝 （さかい まさたか）  中部支社長付部長 

               現 株式会社マンツネ 監査役 
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５．上記以外の支社長 

黒木 篤 （くろき あつし）     札幌支社長 

               現 日本紙通商株式会社 機能材本部機能材料部長 

大津 光久 （おおつ みつひさ）  静岡支社長兼原材料部長 

               現 日本紙通商株式会社 静岡支店長兼原材料部長 

白石 雅晴 （しらいし まさはる）  岩国支社長  

               現 日本紙通商株式会社 岩国支店長兼徳山営業所長 

寺光 淳二 （てらみつ じゅんじ）  九州支社長 

               現 日本紙通商株式会社 参与 紙販売推進本部副本部長 

 

６．上記以外の部長 

黒住 隆志 （くろずみ たかし）     管理本部副本部長（審査、監査担当） 

                  現 株式会社マンツネ 執行役員管理本部長代理兼財務部長 

押川 健三 （おしかわ けんぞう）    管理本部付部長 

                  現 日本紙通商株式会社 管理本部監査室長 

諫山 俊一 （いさやま しゅんいち）    管理本部付部長 

                  現 日本紙通商株式会社 総務人事本部総務部長 

原田 久也 （はらだ ひさや）      管理本部総務部長 

                  現 日本紙通商株式会社 総務人事本部環境室長 

緒方 睦己 （おがた むつみ）      管理本部管理部長 

                  現 日本紙通商株式会社 管理本部管理部長代理 

小林 順一郎 （こばやし じゅんいちろう） 管理本部審査部長 

                           現 日本紙通商株式会社 管理本部管理部長代理 

中村 隆臣 （なかむら たかおみ）    管理本部環境室長 

                           現 日本紙通商株式会社 管理本部審査部長代理 

古山 雅浩 （ふるやま まさあき）    管理本部監査室長 

                           現 日本紙通商株式会社 管理本部管理部長代理 

青木 健司 （あおき けんじ）      紙販売推進本部副本部長 

                  現 日本紙通商株式会社 紙販売推進本部副本部長兼仕入部長 

鶴岡 敬一 （つるおか けいいち）    紙販売推進本部仕入部長 

                  現 株式会社マンツネ 執行役員東京洋紙営業本部仕入部長 

                  兼貿易部長 

安野 泰人 （やすの やすひと）     卸商本部卸商一部長 

                  現 日本紙通商株式会社 卸商本部卸商部長 

小南 清隆 （こみなみ きよたか）    卸商本部卸商二部長  

                  現 株式会社マンツネ 東京洋紙営業本部卸商部長 

佐藤 邦雄 （さとう くにお）       情報用紙本部付部長 

                  現 日本紙通商株式会社 情報用紙本部開発営業部長 
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渡辺 功 （わたなべ いさお）      包装材料本部副本部長兼フィルム包材部長 

                  現 株式会社マンツネ 執行役員関西支社長代理兼化成品部長 

鈴木 満雄 （すずき みつお）      包装材料本部付部長 

                  現 株式会社マンツネ 参与 本社所属 

田中 保壽 （たなか やすひさ）     包装材料本部産業用紙部長 

                  現 株式会社マンツネ 東京包材営業本部産業用紙部長 

尾池 幸紀 （おいけ ゆきのり）     機能材本部副本部長兼機能材料部長 

                  現 日本紙通商株式会社 名古屋支店長 

江夏 武 （こうか たけし）       機能材本部副本部長兼加工材料部長 

                  現 日本紙通商株式会社 機能材本部加工材料部長 

中森 正良 （なかもり まさよし）     物資・化学品本部資源・エネルギー開発室長 

                  現 日本紙通商株式会社 物資・化学品本部工業薬品部長代理 

新見 良夫 （にいみ よしお）      中部支社長代理 

                  現 株式会社マンツネ 執行役員中部支社長代理兼仕入部長 

酒井 政孝 （さかい まさたか）     中部支社長付部長（仕入業務、卸商担当） 

                  現 株式会社マンツネ 常勤監査役 

安井 誠 （やすい まこと）       中部支社付部長 

                  現 株式会社マンツネ 中部支社紙業部長 

大野 貴彦 （おおの たかひこ）     中部支社総務部長 

                  現 株式会社マンツネ 中部支社管理部長兼経理課長 

川崎 福徳 （かわさき ふくのり）     中部支社仕入業務部長 

                  現 日本紙通商株式会社 名古屋支店紙業一部長 

篠原 誠夫 （しのはら こうお）     中部支社卸商部長 

                  現 日本紙通商株式会社 名古屋支店紙業一部長代理 

田中 敏夫 （たなか としお）      中部支社新聞・直需部長 

                  現 日本紙通商株式会社 名古屋支店紙業一部長代理 

吉田 太 （よしだ とおる）       中部支社情報用紙部長 

                  現 日本紙通商株式会社 名古屋支店紙業二部長 

久田 敏和 （ひさだ としかず）     中部支社産業用紙部長 

                  現 株式会社マンツネ 中部支社産業用紙部長 

加藤 朗 （かとう ほがら）       中部支社フィルム包材部長 

                  現 株式会社マンツネ 中部支社化成品部長 

大野 博則 （おおの ひろのり）     関西支社広島営業所長 

                  現 株式会社マンツネ 広島営業所長 

濱尾 勝美 （はまお かつみ）      岩国支社徳山営業所長 

                  現 日本紙通商株式会社 岩国支店徳山営業所長代理 

日出 昭夫 （ひじ あきお）       九州支社長代理兼産業用紙部長 

                  現 株式会社マンツネ 常務執行役員西部担当福岡営業所長 



- 5 - 

７．「組織改正」 （10 月 1 日付） 

① 総務人事本部と管理本部を統合し管理本部とする。 

② 新聞出版直需本部を新聞出版用紙本部と直需本部に分割する。 

③ 包装材料本部を新設する。 

④ 大阪支店を関西支社、名古屋支店を中部支社とし、札幌、静岡、岩国、九州支店は支社とする。 

⑤ 関西支社に広島営業所を新設する。 

 

以  上 


