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２０２２年２月１０日 

各 位 

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

ＪＸ石油開発株式会社 

 

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社および主要な事業会社の社長等人事について 

 

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社・ＥＮＥＯＳ株式会社（社長：大田 勝幸）およびＪＸ石油開発

株式会社（社長：細井 裕嗣）は、本日開催された各社の取締役会の決議をもって下記のとおり人事を 

決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の人事 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 大田 勝幸 
代表取締役社長 

社長執行役員 
取締役副会長※ 

4月 1日 齊藤 猛 

取締役 副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 管掌 

代表取締役社長 

社長執行役員 

※取締役会での決議を条件として、４月１日付で取締役会議長に就任予定 

 

２．ＥＮＥＯＳ株式会社の人事 

日付 氏名 現 新 

3月 31日 大田 勝幸 
代表取締役社長 

社長執行役員 
退任 

4月 1日 齊藤 猛 

取締役 副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・ 

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部・ＥＶ事業推進部・ 

機能材カンパニー） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部・ 

ＥＶ事業推進部 管掌 

代表取締役社長 

社長執行役員 
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３．ＪＸ石油開発株式会社の人事 

日付 氏名 現 新 

4月 1日 細井 裕嗣 

代表取締役社長 

社長執行役員 

監査部 管掌 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

特別理事 

ＥＮＥＯＳホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

4月 1日 中原 俊也 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

デジタル推進部・総務部 管掌 

代表取締役社長 

社長執行役員 

監査部・デジタル推進部 管掌 

 

 

以  上 

 

＜参考資料１＞経歴書（齊藤 猛） 

＜参考資料２＞経歴書（中原 俊也） 



＜参考資料１＞ 

 

 

 

 

氏 名  齊藤 猛 （さいとう たけし） 
 

 

 

 

                          

出 身 地  熊本県 

 

生 年 月 日  昭和 37年（1962年）７月２８日 

 

最 終 学 歴  昭和 61年（1986年）３月  早稲田大学政治経済学部卒業 

 

経 歴  昭和 61年（1986年）４月  日本石油株式会社入社 

 

       平成 29年（2017年）４月  ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

執行役員 販売本部 販売企画部長 

 

平成 31年（2019年）４月  同社 取締役 常務執行役員 

販売企画部・リテールサポート部・ 

広域販売部・産業エネルギー部・支店 管掌  

 

       令和 2年（2020年）６月  ＥＮＥＯＳ株式会社 

常務執行役員 

販売企画部・リテールサポート部・ 

広域販売部・産業エネルギー部・支店 管掌 

 

       令和 3年（2021年）４月  ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 

副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・ 

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 管掌 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・ 

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部・機能材カンパニー） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 管掌 



 

 

 

       令和 3年（2021年）６月  ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 

取締役 副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・ 

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部 管掌 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

取締役 副社長執行役員 ＣＤＯ 

社長補佐（監査部・内部統制部・広報部・ 

ＩＴ戦略部・危機管理部・調達戦略部・ 

未来事業推進部・ＥＶ事業推進部※・ 

機能材カンパニー） 

ＩＴ戦略部・未来事業推進部・ 

ＥＶ事業推進部※ 管掌 

  ※ＥＶ事業推進部は、令和３年（2021年）７月より 

 

 (現在に至る) 

 

 



＜参考資料２＞ 

 

 

 

 

氏 名  中原 俊也 （なかはら としや） 
 

 

 

 

                          

出 身 地  北海道 

 

生 年 月 日  昭和 35年（1960年）１１月５日 

 

最 終 学 歴  昭和 58年（1983年）３月  一橋大学商学部卒業 

 

経 歴  昭和 58年（1983年）４月  日本石油株式会社入社 

 

       平成 27年（2015年）６月  ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 

執行役員 総合企画部長 

 

平成 28年（2016年）１月  ＪＸエネルギー株式会社 

執行役員 総合企画部長  

 

       平成 29年（2017年）４月  ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

取締役 常務執行役員 

秘書室・総合企画部・経理部・ 

情報システム部 管掌 

 

平成 30年（2018年）４月  同社 取締役 常務執行役員 

秘書室・総合企画部・経理部・広報部 

情報システム部 管掌 

 

平成 31年（2019年）４月  同社 取締役 常務執行役員 

秘書室・総合企画部・ＥＳＧ推進部・ 

経理部・広報部・ＩＴ戦略部 管掌 

 

令和 2年（2020年）４月  同社 取締役 常務執行役員 

秘書室・経営企画部・ＥＳＧ推進部・ 

経理部・広報部・ＩＴ戦略部・ 

海外事業企画部 管掌 



 

 

令和 2年（2020年）６月  ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 

常務執行役員 

経営企画部・ＥＳＧ推進部 管掌 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

常務執行役員 

経営企画部・ＥＳＧ推進部・海外事業企画部 

管掌 

 

令和 3年（2021年）４月  ＪＸ石油開発株式会社 

取締役 副社長執行役員 

総務部・デジタル推進部 管掌 

 

 (現在に至る) 

 


