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役員名簿
2019年6⽉1⽇

⽒ 名 会 社 名 役 職 名 常勤/
⾮常勤

会 ⻑ ⽯原 美幸 株式会社ＵＡＣＪ 代表取締役社⻑兼社⻑執⾏役員 ⾮常勤

副会⻑ 髙﨑 完⼆ 昭和電⼯株式会社 執⾏役員 ⾮常勤

副会⻑ ⼭本  博 東洋アルミニウム株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

専務理事 ⽥端 祥久 ⼀般社団法⼈⽇本アルミニウム協会 事務局⻑ 常勤

理 事 ⾼橋  新 株式会社アーレスティ 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 安藤 清志 アカオアルミ株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 ⻘⼭ 英樹 旭テック株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 ⽵井 正⼈ アルコニックス株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 ⽵内  猛 株式会社アルミネ 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 中⾕ 次克 伊藤忠メタルズ株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 北⼭  悟 エス・エス・アルミ株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 ⻄澤 春雄 ＫＭアルミニウム株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 宮下 幸正 株式会社神⼾製鋼所 専務執⾏役員 ⾮常勤

理 事 ⼭下 清胤 三協⽴⼭株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 福島 浩史 住友商事株式会社 軽⾦属事業部⻑ ⾮常勤

理 事 森川 芳光 株式会社⼤紀アルミニウム⼯業所 代表取締役副社⻑ ⾮常勤

理 事 ⼯藤  元 ⽴花⾦属⼯業株式会社 取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 中島  滋 豊⽥通商株式会社 ⾦属トレーディング部 部⻑ ⾮常勤

理 事 朝来野修⼀ ⽇軽エムシーアルミ株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 磯部 正信 ⽇本圧延⼯業株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 岡本 ⼀郎 ⽇本軽⾦属ホールディングス株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 出利葉知郎 阪和興業株式会社 取締役 常務執⾏役員 ⾮常勤

理 事 新野 伸宏 不⼆サッシ株式会社 執⾏役員 管理本部⻑ ⾮常勤

理 事 堀井 正雄 丸紅株式会社 軽⾦属部⻑ ⾮常勤

理 事 ⻘柳 裕之 三井物産株式会社 新⾦属・アルミ部⻑ ⾮常勤

理 事 ⽊村 良彦 三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤
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理 事 ⻲井 国偉 三菱商事ＲｔМジャパン株式会社 執⾏役員 ベースメタル・アルミ本部⻑ ⾮常勤

理 事 新堀 勝康 株式会社ＵＡＣＪ製箔 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 吉⽥  聡 株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 ⾮常勤

理 事 ⼊⼭ 豊 理研軽⾦属⼯業株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 浦上  彰 リョービ株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 岩渕 公祐 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 取締役副社⻑ ⾮常勤

理 事 吉井 裕司 和伸⼯業株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 ⼩貫 健 ⼀般社団法⼈⽇本アルミニウム協会 事務局次⻑ 常勤

監 事 岡村圭⼀郎 開明伸銅株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

監 事 細川 洋⼀ 細川公認会計⼠事務所 所⻑ ⾮常勤

監 事 ⻘⽊  茂雄 本多⾦属⼯業株式会社 代表取締役 ⾮常勤

理事34名 監事3名 社名50⾳順
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