
2017年2月24日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2017年4月1日付 ）

ﾌﾙﾉ ﾕｷﾉﾘ

ファッションアパレル第二部長 ファッションアパレル第二部長代行 古野 幸徳

(兼)伊藤忠モードパル株式会社 代表取締役

ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ

ファッションアパレル第三部長 ファッションアパレル第三部 森田 洋

リーテイル・クロージング課長

ｱｻﾇﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ

ブランドマーケティング第一部長 ブランドマーケティング第二部長代行 浅沼 孝信

(兼)ブランドマーケティング第二部

　　ブランドマーケティング第六課長

ｱﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

プラント・船舶・航空機部門長代行 プラント・船舶・航空機部門長補佐 阿部 俊之

(兼)プラント・船舶・航空機部門

　　原子力プロジェクト開発室長

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ

プラント・プロジェクト部長 I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LIMITED. 東山 英一郎

(MANAGING DIRECTOR)

ﾓﾘﾀ ﾀｶﾉﾘ

自動車部門長代行 いすゞビジネス第一部長 森田 考則

(兼)いすゞビジネス第一部長

ﾅｶｻﾞﾜ ｵｳｼﾞ

自動車部門長補佐 アジア・大洋州機械グループ長 中沢 欧二

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社

ﾓﾘ ﾂﾈﾀｶ

いすゞビジネス第二部長 中国機械グループ長 森 常隆

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

人事異動
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（新） （旧） 　

ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ

鉄鉱石・製鉄資源部長 鉄鉱石・製鉄資源部長代行 井上 大輔

ﾀﾉ ｵｻﾑ

石炭・原子燃料部長 ブリスベン事務所長 田野 治

(兼)ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.

　（DIRECTOR)

ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

化学品部門長補佐 基礎原料化学品部長代行 安部 泰宏

(兼)化学品部門 (兼)基礎原料化学品部

　　医薬関連ビジネスチーム長 　　医薬関連ビジネスチーム長

ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

工業原料化学品部長 工業原料化学品部長代行 長谷川 浩二

(兼)工業原料化学品部有機原料課長

ﾔﾏﾑﾗ ﾕﾀｶ

食料カンパニープレジデント補佐 生鮮食品部門長 山村 裕

(兼)生鮮食品部門長

ｵｵｴ ｼｭｳｼﾞ

食糧部門長代行 油脂・穀物製品部長 大恵 修司

(兼)油脂・穀物製品部長

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

飼料・穀物・油糧部長 不二製油グループ本社株式会社 田中 寛之

(HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.)

(VICE PRESIDENT & CFO)

ｽｴﾀ ﾏｻﾐ

生鮮食品部門長代行 上海中金(董事(兼)副総経理) 末田 雅己
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（新） （旧） 　

ｽｽﾞｷ ｹﾝ

生活資材部門長補佐 生活資材第一部長 鈴木 憲

ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾔｽ

生活資材第一部長 生活資材部門長補佐 井上 功康

ｷﾖｽ ﾀﾀﾞﾋﾛ

生活資材第三部長 生活資材第一部長代行 清洲 忠洋

ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ

情報・通信部門長代行 通信・モバイルビジネス部長 梶原 浩

ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ

情報産業ビジネス部長 情報産業ビジネス部長代行 堀内 真人

ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ

通信・モバイルビジネス部長 情報・金融経営企画部長代行 橋本 敦

(兼)情報・金融カンパニーフィンテック推進室

ﾖｼﾑﾗ ﾄｸｲﾁﾛｳ

金融・保険部門長補佐 情報・金融カンパニーＣＦＯ補佐 吉村 徳一郎

(兼)情報・金融事業・リスク管理室長

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

金融・保険部門長補佐 保険ビジネス部長代行 山本 和洋

ｶﾜｳﾁﾉ ﾔｽﾋﾄ

保険ビジネス部長 ほけんの窓口グループ株式会社 川内野 康人

取締役
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（新） （旧） 　

ｻｶｲ ｶｽﾞｱｷ

中部支社化学品部長 伊藤忠プラスチックス株式会社 境 和晃

(兼)中部支社化学品部合樹化学品課長 (協栄電気株式会社）

取締役

ﾀﾉ ｱﾂｼ

中部支社食料部長 食品流通部長代行 田野 篤司

(兼)中部支社食料部食糧課長 (兼)食品流通部大阪食品課長

ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

中四国支社企画開発部長 エネルギー部門エネルギー企画統轄課長 堀口 淳

(兼)中四国支社金属・エネルギー部長 (兼)エネルギー・化学品Ｍ＆Ｒ室

ｶﾅﾓﾘ ｼﾝｲﾁ

北海道支社食料部長 株式会社日本アクセス 金森 真一

(兼）北海道支社食料部食糧課長

(兼)北海道支社食料部食品課長

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ

北米 北米 渡辺 聡

CFO(兼)経営企画部長(兼)財務部長 CFO(兼)財務部長

北米 北米 Elizabeth 

人事・総務部長 人事・総務部 Shahata

ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ

北米 ＭＡＳＴＥＲ－ＨＡＬＣＯ，ＩＮＣ． 田中 慎二郎

住生活部門長 (CHAIRMAN)

ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ

北米 情報産業ビジネス部長 伊藤 嘉彦

情報・金融部門長

(兼)北米シリコンバレー事務所長

ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾄ

ブエノスアイレス事務所長 ワルシャワ事務所長 岡田 義人

ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾐ

伊藤忠エクアドル会社社長 いすゞビジネス第一部 永野 正巳

いすゞ第一課長代行
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（新） （旧） 　

ｼｵｶﾜ ﾋﾛｱｷ

欧州総支配人補佐 経営企画担当 伊藤忠イタリー会社社長 塩川 弘晃

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)欧州繊維グループ

ｷｸｶﾜ ﾋﾛｱｷ

伊藤忠イタリー会社社長 ブランドマーケティング第三部 菊川 浩明

(兼)欧州繊維グループ ブランドマーケティング第七課長

ﾋｻﾄﾐ ｹﾝｲﾁ

ワルシャワ事務所長 ワルシャワ事務所 久冨 賢一

ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

中近東総支配人代行 伊藤忠中近東会社社長 森 浩一

(兼)伊藤忠中近東会社

(兼)アンマン事務所長

ﾄﾞｲ ﾄｼﾋﾃﾞ

サウジアラビア代表 株式会社ヤナセ 土井 俊英

(兼)リヤド事務所長 執行役員

(兼)アルコバール事務所長

ﾐﾔｹ ｻﾄｼ

中国住生活グループ長 中国住生活・情報グループ長 三宅 哲

(兼)上海伊藤忠商事有限公司 （兼)上海伊藤忠商事有限公司

ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ

中国情報・金融グループ長 金融・保険部門企画統轄課長 阿部 博文

(兼)伊藤忠香港会社

(兼）ＩＴＯＣＨＵ　ＦＩＮＡＮＣＥ

　　（ＡＳＩＡ）ＬＴＤ.(MANAGING DIRECTOR)

ﾓｳﾘ ﾏｻﾄ

アジア・大洋州総支配人補佐 ファッションアパレル第三部長 毛利 真人

経営企画担当

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｿﾃﾞ ﾅｵﾔ

アジア・大洋州機械グループ長 伊藤忠オートモービル株式会社 外 直也

(兼)伊藤忠タイ会社 代表取締役社長
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（新） （旧） 　

ﾀﾏﾆｭｳ ﾊｼﾞﾒ

アジア・大洋州 アジア・大洋州 玉生 肇

住生活グループ長 住生活・情報グループ長

(兼)伊藤忠シンガポール会社 (兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾓﾘ ﾖｼﾊﾙ

アジア・大洋州 Ａ＆Ｉインシュアランス・ネクスト 森 義治

情報・金融グループ長 株式会社 代表取締役社長

(兼)伊藤忠タイ会社

(兼)ＣＯＳＭＯＳ　ＴＨＡＩＬＡＮＤ(MANAGING DIRECTOR)

ｲﾝﾃﾞﾝ ﾋﾛｶｽﾞ

マニラ支店長 プラント・船舶・航空機部門 位田 浩和

ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ

伊藤忠マレーシア会社社長 伊藤忠マレーシア会社 中村 敦

(兼)クアラルンプール支店長 (兼)Ｇｏｌｄｅｎ　Ｆｅｒｔｉｌｉｚｅｒ　

Ａｓｉａ　Ｓｄｎ．　Ｂｈｄ．(DIRECTOR)

ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾛｽﾞﾐ

ヤンゴン事務所長 ヤンゴン事務所長代行 森重 浩純

ﾏﾂｲ ｱｷﾗ

コロンボ事務所長 伊藤忠プランテック㈱ 松井 晶

ｵｷﾊﾗ ﾏｻﾋｺ

ダッカ事務所長 株式会社三景(三景横浜(香港)) 沖原 正彦

(MANAGING DIRECTOR)

ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾋｺ

ブリスベン事務所長 石炭・原子燃料部長代行 小倉 克彦

(兼)ＩＭＥＡ(DIRECTOR)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

ＣＩＳ代表代行 ＣＩＳ代表代行 中川 正行

(兼)モスクワ事務所長
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（新） （旧） 　

ｵﾀﾞﾆ ﾀﾂｵ

株式会社レリアン 代表取締役社長 ブランドマーケティング第一部長 小谷 建夫

ｵｵﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

伊藤忠インタラクティブ株式会社 伊藤忠インタラクティブ株式会社 太田 英利

代表取締役社長

ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ

ＩＰＣ（ＵＳＡ）,Inc. エネルギー部門長 安田 貴志

(CHAIRMAN & DIRECTOR)

ｴﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

ICREST INTERNATIONAL LLC 畜産部畜産第三課長 江畑 直紀

(PRESIDENT & CEO)

(兼)北米食料部門

ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ

I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LIMITED. プラント・プロジェクト部 鈴木 優司

(MANAGING DIRECTOR) プラント・プロジェクト課長

ｿﾉ ﾀﾂﾔ

IPC EUROPE LTD. IPC EUROPE LTD. 園 達也

(MANAGING DIRECTOR) (DEPUTY MANAGING DIRECTOR)

ｲﾁﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ

Prominent Europe Ltd. ＩＴＯＣＨＵ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　 市原 良市

(CEO) Ｐｒｏｍｉｎｅｎｔ　 (Ａｓｉａ) Ｌｔｄ．

(MANAGING DIRECTOR)

ﾉｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

Cosmos Services Co., Ltd.(Hong Kong) 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 野崎 慎二

(MANAGING DIRECTOR) 代表取締役社長

ｲｼｲ ｶｽﾞﾕｷ

ＬＬＣ　ＩＴＲ ＬＬＣ　ＩＴＲ 石井 一行

(GENERAL DIRECTOR) (DIRECTOR)

以　上
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