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⽒ 名 会 社 名 役 職 名 常勤/ 
⾮常勤

会 ⻑ ⽔⼝  誠 株式会社神⼾製鋼所 副社⻑執⾏役員 ⾮常勤

副会⻑ 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 楠本  薫 東洋アルミニウム株式会社 代表取締役社⻑ COO ⾮常勤

専務理事 能登  靖 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 井上 宏朗 アルコニックス株式会社 執⾏役員 軽⾦属・銅製品・チタン本部⻑ 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 取締役会⻑ 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 平能 正三 三協⽴⼭株式会社 代表取締役社⻑ ⾮常勤

理 事 江⽥ 浩之 昭和電⼯株式会社 執⾏役員 ⾮常勤

理 事 加藤  宏 神鋼商事株式会社 代表取締役 専務執⾏役員 ⾮常勤

理 事 神⾕  基 住友商事株式会社 軽⾦属事業部⻑ ⾮常勤

理 事 林  繁典 株式会社⼤紀アルミニウム⼯業所 取締役専務執⾏役員 ⾮常勤

理 事 ⾼橋 正年 トピー⼯業株式会社 執⾏役員 プレス事業部 アルミ統括センター⻑ ⾮常勤

理 事 五藤 晃雄 豊⽥通商株式会社 ⾮鉄事業部 部⻑ ⾮常勤

理 事 ⾹⼭ 昌志 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

⽇本軽⾦属株式会社 代表取締役社⻑  
⾮常勤

⽇本軽⾦属ホールディングス株式会社 代表取締役社⻑

理 事 ⽵迫 隆⼀ 阪和興業株式会社 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 東  秀晃 丸紅株式会社 軽⾦属部⻑ ⾮常勤

理 事 橋本 明信 三井物産株式会社 ⾦属資源本部 新⾦属・アルミ部⻑ ⾮常勤

理 事 有賀 信之 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 今泉 明⼈ 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 執⾏役専務 LHT Japan担当 ⾮常勤
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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 加納 幸彦 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32名 監事3名 社名50⾳順

ホーム

協会案内

アルミの基礎知識

統計情報

アルミニウムと環境

刊⾏物のご案内

分野別ページ

アルミ⽸

⾃動⾞

鉄道⾞両

アルミと健康

アルミ箔

建築・⼟⽊

⼤学の先⽣・学⽣・企業の皆様へ

アルミニウム技術戦略ロードマップ

⼤学の材料系学科対象︕

特別出張講義のご案内

インターンシップ相互掲⽰板

アルミ材料を利⽤される⽅へ

アルミニウム材料データベース

アルミ加⼯に関するご相談窓⼝

もっと知りたいアルミニウムのこと

⼩･中学校向け教材 

みんなのともだちアルミニウム

アルミ製品PR誌 

アルミエージ

⼦供向け学習教材

アルミなるほどミュージアム

アルミで安⼼!災害・防災・防犯に 

活躍するアルミ製品

会員専⽤ページ

⼊会ご希望の⽅

お問い合わせ

アルミニウムQ&A

アルミニウム製品紹介

サイトマップ

個⼈情報保護⽅針

リンク集

〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-15（塚本素⼭ビル）TEL:03(3538)0221 FAX:03(3538)0233 

Copyright (C) 2022 JAPAN ALUMINIUM ASSOCIATION

https://www.aluminum.or.jp/
https://www.aluminum.or.jp/about/index.html
https://www.aluminum.or.jp/basic/index.html
https://www.aluminum.or.jp/stmember_login.php
https://www.aluminum.or.jp/environment/index.html
https://www.aluminum.or.jp/publication/index.php
https://www.aluminum.or.jp/box/junkan_new/index.htm
https://www.aluminum.or.jp/jidosya/japanese/index.html
https://www.aluminum.or.jp/railway_vehicle
https://www.aluminum.or.jp/aluminum-hc
https://www.aluminum.or.jp/haku
https://www.aluminum.or.jp/kenchiku/index.html
https://www.aluminum.or.jp/roadmap/index.html
https://www.aluminum.or.jp/lecture/index.html
https://www.aluminum.or.jp/internship/annai.htm
https://www.aluminum.or.jp/materialdb/index.html
https://www.aluminum.or.jp/consultation/index.html
https://www.aluminum.or.jp/basic/aluminumtoha/kidsmenu.html
https://www.aluminum.or.jp/publication/alumi-age/index.html
https://www.aluminum.or.jp/museum_ebook/pdf/Alumimuseum.pdf
https://www.aluminum.or.jp/doboku/files/2016.pdf
https://www.aluminum.or.jp/only/index.php
https://www.aluminum.or.jp/about/application.html
https://www.aluminum.or.jp/toiawase.php
https://www.aluminum.or.jp/consultation/qa.html
https://www.aluminum.or.jp/alumi_products/index.html
https://www.aluminum.or.jp/sitemap/index.html
https://www.aluminum.or.jp/about/pdf/privacy.pdf
https://www.aluminum.or.jp/link/index.html

