
特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の役員の氏名(平成19年度）

名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 吉海　泰至 代表取締役社長 原田　恵一 代表取締役社長 大塚　俊道 代表取締役社長 大塚　俊道

取締役 灘口　裕之 取締役 浜川　雅春

取締役 原田　英典 取締役 吉海　泰至 代表取締役 和佐田 演愼 取締役 和佐田 演愼

常勤監査役 小林　史郎 取締役 原田　英典

監査役 山林　潤 取締役 菅　栄治 取締役 岡田 行夫 取締役 岡田 行夫

監査役 平間　健太郎 取締役 高野　博彦

常勤監査役 小林　史郎 監査役 落合 俊雄 監査役 落合 俊雄

監査役 上地　秀治

監査役 西山　勉

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特命審議役）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特別顧問）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　副理事長）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特命審議役）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特別顧問）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　副理事長）

役員一覧

日本東シベリア
石油株式会社

特定関連会社
海外地質構造調査を

円滑に実施するため設立
石油・天然ガスの探鉱のための出資

海外地質構造調査を
円滑に実施するため設立

ケージーバボ
石油開発株式会社

特定関連会社

日本北イルクーツク
石油株式会社

特定関連会社

ケージーウィリアガール
石油開発株式会社

特定関連会社

石油・天然ガスの探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 大塚　俊道 Director Arta Antoniou 代表取締役社長 高原　弘榮 代表取締役社長 松川　良夫

Director 取締役 藤沢　清征　 取締役 峠　光秀

取締役 和佐田 演愼 取締役 高木　正信

取締役 阿部　一郎 取締役 堤　孝行

取締役 岡田 行夫 取締役 山本　慎一

取締役 大西　哲夫

監査役 落合 俊雄 取締役 佐藤　啓一

取締役 横田　健二

取締役 樫本　同

取締役 畑　良輔

取締役 佐々田　和男

監査役 北川　嘉昭

監査役 仙石　立衛

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特命審議役）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特別顧問）

Copiapo Enterprises
Limited

深海資源開発株式会社

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　副理事長）

海外地質構造調査を
円滑に実施するため設立

特定関連会社 特定関連会社
海外地質構造調査を円滑に実施する

ために設立した特定関連会社の出資先

日本レナ
石油株式会社

石油・天然ガス資産買収のための出資

特定関連会社

鉱物資源の探鉱のための出資

ITOCHU Oil Exploration
(BTC) Inc.

関連会社

（元金属鉱業事業団人事課長）

Spyroulla
Papaeracleous

役員一覧



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 黒田　直樹 代表取締役社長 黒田　直樹 代表取締役社長 黒田　直樹 代表取締役社長 吉海　泰至

代表取締役 松尾　邦彦 代表取締役 松尾　邦彦 代表取締役 松尾　邦彦 取締役 中里　誠

取締役 中村　誠一

代表取締役副社長 喜田　勝治郎 代表取締役副社長 喜田　勝治郎 代表取締役副社長 喜田　勝治郎 取締役 原田　英典

代表取締役副社長 藤井　睦久 代表取締役副社長 藤井　睦久 代表取締役副社長 藤井　睦久 取締役 矢嶋　慈治

常務取締役 由井　誠二 常務取締役 古野間　計久 常務取締役 由井　誠二 取締役 西松　崇人

常務取締役 金森　邦夫 常務取締役 由井　誠二 常務取締役 手塚　登 常勤監査役 小林　史郎

常務取締役 金森　邦夫 監査役 齋藤　勝

常務取締役 光　道雄 常務取締役 金森　邦夫 監査役 大泉　学

常務取締役 谷川　定文 取締役 光　道雄

常務取締役 菅谷　俊一郎 取締役 谷川　定文 常務取締役 光　道雄

取締役 伊藤　成也 取締役 伊藤　成也 常務取締役 谷川　定文

取締役 田中　渡 取締役 田中　渡 常務取締役 菅谷　俊一郎

取締役 大川　裕 取締役 矢澤　仁徳 取締役 伊藤　成也

取締役 岡部　史生 取締役 田中　渡

取締役 真崎　宇弘 取締役 兼松　弘 取締役 渡辺　寛

常勤監査役 德永　忠昭 取締役 水井　聡 取締役 名倉　弘

監査役 戸恒　東人 取締役 服部　史郎 常勤監査役 徳永　忠昭

監査役 渡辺　滋 常勤監査役 西野　豊 監査役 戸恒　東人

監査役 篠原　昌司 監査役 渡辺　滋

監査役 德永　忠昭

ケージーベラウ
石油開発株式会社

関連会社

（元石油公団理事）

（元石油公団理事）

（元石油公団理事）

（元石油公団理事）

関連会社

石油・天然ガスの探鉱のための出資

（元石油公団理事）

インペックス北カンポス沖
石油株式会社

（元石油公団理事）（元石油公団理事）

（元石油公団調査役）

インペックス
マセラアラフラ海
石油株式会社

関連会社

石油・天然ガスの探鉱のための出資 石油・天然ガスの探鉱のための出資

インペックス北カスピ海
石油株式会社

役員一覧

関連会社

石油・天然ガスの探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 古関　信 代表取締役社長 香川　幸之 代表取締役社長 香川　幸之 Director&President 香川　幸之

代表取締役副社長 福岡　和文 代表取締役常務取締役 鶴田　登 代表取締役常務取締役 鶴田　登 Director 鶴田　登

代表取締役副社長 河野　廉 取締役 松村　幸政 取締役 松村　幸政 Director 松村　幸政

代表取締役副社長 飯田　信康 取締役 樹下　邦男 取締役 樹下　邦男 Director 樹下　邦男

常務取締役 高橋　史朗 常勤監査役 保坂　庄司 常勤監査役 保坂　庄司 Secretary 石井　直樹

常勤監査役 荻田　周平

常勤監査役 関野　誠

監査役 小林　俊和

監査役 坂本　聖二

日石ベラウ
石油開発株式会社

関連会社 関連会社 関連会社

モエコ南西ベトナム
石油株式会社

モエコベトナム
石油株式会社

MOEX Gulf of Mexico
Corporation

石油・天然ガスの探鉱のための出資 石油・天然ガスの探鉱のための出資 石油・天然ガスの探鉱のための出資

関連会社

役員一覧

石油・天然ガスの探鉱のための出資



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 松川　良夫 代表取締役社長 椙岡　　雅俊 取締役会長 和佐田 演愼 代表取締役社長 新畑　康

取締役 豊島　正德 常務取締役 鹿島　　茂行 代表取締役専務 橋本　正義

取締役 大久保　尚登 取締役 佐野　　正治 取締役社長 常務取締役新潟事業所長 渡辺　悟

監査役 今村　肇 監査役 川野　　憲二 取締役 武　健太郎

取締役 取締役 山崎　恒

取締役 澁谷　邦昭

取締役 取締役 桐山　浩

常勤監査役 柳井田　兼一

取締役 大塚　俊道 監査役 玉井　裕人

監査役 伊藤　敦彦

監査役

監査役 岡田　行夫

Khristoliubov
Andrei
Nikolaevich

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事）

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特別顧問）

関連会社

石油・天然ガスの探鉱のための出資 石油・天然ガスの探鉱のための出資
海外地質構造調査を円滑に実施する

ために設立した特定関連会社の出資先
石油備蓄施設整備のための出融資

シエコナミビア
オイルアンドガス株式会社

帝石スリナム
石油株式会社

INK-Sever 新潟石油共同備蓄株式会社

役員一覧

関連会社 関連会社 関連会社

(現石油天然ガス・金属鉱物資源機構　特命審議役）

Denisov Aleksei
 Ivanovich

Buinov Nikolai
Mikhailovich

Sedykh Marina
Vladimirovna



名称

法人の種別

取引の概要

代表取締役社長 樋口　勉 代表取締役社長 瓜生　通憲 代表取締役社長 山田　豊 代表取締役社長 阿部　一郎

専務取締役 島村　常男 代表取締役常務取締役 清水　泰行 常務取締役業務部長 新宅　章之 取締役 高岡　秀俊

常務取締役総務部長 山本　敏明 取締役総務部長 辻井　望 取締役 工藤　英雄

取締役総務部長 国光　孝昭 取締役大分事業所長 鴨志田　弘 取締役鹿島事業所長 小林　勉 取締役 五味　篤

取締役工務部長 向井　茂 取締役業務統括部長 斉藤　安司 取締役 武田　英祐 取締役 山本　慎一

取締役安全防災部長 北岡　一万路 取締役 太田　芳伸 常勤監査役 松永　春雄 取締役 大久保　和男

取締役北海道事業所長 田中　功夫 取締役 丹波　芳巳 監査役 丹波　芳巳 監査役 江本　善仁

取締役 月岡　隆 取締役 前沢　英治 監査役 太田　芳伸 監査役 井上　泰二郎

取締役 玉井　裕人 常勤監査役 川崎　基

取締役 武　健太郎 監査役 山代　明

取締役 桐山　浩 監査役 小山　征弘

取締役 長沼　一寶

常勤監査役 山本　譲二

監査役 菊地　裕

監査役 飛永　晶彦

鉱物資源の探鉱のための出資

役員一覧

関連会社 関連会社 関連会社 関連会社

石油備蓄施設整備のための出資 石油ガス備蓄施設整備のための出資 石油ガス備蓄施設整備のための出資

海鉱発フリエダ
株式会社

鹿島液化ガス共同備蓄
株式会社

（元石油公団理事）

北海道石油共同備蓄
株式会社

大分液化ガス共同備蓄
株式会社



名称

法人の種別

取引の概要

会長 吉田　文毅 理事長 寒河井　正 理事長 髙木　俊毅

理事長 鈴木　国昭 副理事長 杉山　公一 （元金属鉱業事業団理事長）

専務理事 近藤　敏

理事 碓井　滋 理事 乗杉　洋一 理事 鈴木　洋介

理事 木村　彌一 （元金属鉱業事業団技術開発部長）

理事 神　克彦 理事 由井　誠二 理事 後藤　佐吉

理事 椙岡　雅俊 理事 松村　幾敏 理事 井手　明彦

理事 棚橋　祐治 理事 近藤　直正 理事 松本　正義

理事 新美　春之 理事 東　義 理事 大関　真一

理事 松尾　邦彦 理事 中島　純夫 理事 寺田　典城

監事 日俣　昇 理事 生田　和夫

理事 松下　功夫 監事 芥川　治

理事 横田　昭 監事 日高　俊信

理事 渡　文明

監事 関　收

監事 前田　忠昭

（元石油公団理事、監事）

（元石油公団理事）

（元石油公団総務部長）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事）

（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与）

日本GTL技術研究組合
財団法人

国際鉱物資源開発協力協会

海外地質評価等業務の委託及び補助金
の交付

共同研究負担金の交付 調査業務の委託等

関連公益法人等 関連公益法人等 関連公益法人等

財団法人
石油開発情報センター

役員一覧


