




５．部店長以上の役職異動 

（新） （旧）

（ 2010年4月1日付 ）

ｸﾎﾞ  ﾖｳｿﾞｳ

ファッションアパレル部門長 ファッションアパレル部門長代行 久保  洋三

(兼)ファッションアパレル部門 (兼)ファッションアパレル第一部長

　　内部統制統括責任者

(兼)ファッションアパレル部門

　　ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ﾓﾛﾌｼﾞ  ﾏｻﾋﾛ

ブランドマーケティング第一部門長 ブランドマーケティング第二部長 諸藤  雅浩

(兼)ブランドマーケティング第一部門

　　内部統制統括責任者

(兼)ブランドマーケティング第一部門

　　ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ｲﾇｶｲ  ﾋﾃﾞｷ

繊維事業統括部長 繊維事業統括部長代行 犬飼  英喜

(兼)繊維カンパニーＭ＆Ｒ室長

ファッションアパレル第一部長 ファッションアパレル第一部長代行 ﾓｳﾘ  ﾏｻﾄ

(兼)ファッションアパレル第一部 毛利  真人

　 機能衣料課長

ﾌｸｼﾏ  ﾖｼﾋﾛ

ブランドマーケティング第二部長 コンバースフットウェア㈱ 福嶋  義弘

代表取締役社長

3



ﾎｿﾐ  ｹﾝｽｹ

ブランドマーケティング第三部長 ブランドマーケティング第一部長代行 細見  研介

(兼)ブランドマーケティング第一部

ブランドマーケティング第七課長

ｵｵｻｷ  ﾂﾖｼ

繊維資材・ライフスタイル部長 繊維資材・ライフスタイル部 大﨑  剛

繊維資材・ライフスタイル第二課長

ﾎﾝｺﾞｳ  ﾖｼｱｷ

自動車・建機部門長代行 自動車部門長代行 本郷  義昭

(兼)自動車第一部長

ｶﾜｼﾏ  ﾋﾛｱｷ

自動車・建機部門長補佐 ＩＡＡＩ PRESIDENT & CEO 川嶌  宏昭

ｶﾜﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ

自動車第一部長 自動車第一部長代行 河村  忠

ﾖｺﾔﾏ  ｼｹﾞｷ

建設機械部長 建機・海外プロジェクト部長 横山  重樹

ﾏﾂﾓﾄ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

情報通信・航空電子経営企画部長 航空宇宙・産機システム部門長補佐 松本  茂伸

(兼)情報通信・航空電子カンパニー (兼)航空システム部長

　　チーフ インフォメーション オフィサー

(兼)情報通信・航空電子経営企画部

　　ITOCHU　DNA　プロジェクト責任者

(兼)情報通信・航空電子カンパニー

　　コンプライアンス責任者

4



ｺﾞﾄｳ  ｹﾝﾀﾛｳ

航空システム部長 情報通信・航空電子経営企画部長代行 後藤  健太郎

(兼)情報通信・航空電子経営企画部

　　経営企画チーム長

ﾊﾔｼ  ﾏｻｷ

金属部門長代行 鉄鉱石・製鉄資源部長 林  正樹

(兼)鉄鉱石・製鉄資源部長

ﾅｶﾞｾ  ﾐﾂﾉﾘ

生活資材・化学品事業統括部長 生活資材・化学品事業統括部 長瀬  光範

事業第二チーム長

ｺﾏﾂ  ﾀﾂｵ

有機化学品第二部長 中国生活資材・化学品グループ長 小松  立夫

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾂﾄﾑ

無機化学品部長 有機化学品第二部長 宮﨑  勉

ﾀﾏｵｷ  ｼｹﾞﾄ

食糧部門長代行 伊藤忠タイ会社 玉置  重人

ﾀｶｽｷﾞ  ﾀｹｼ

生鮮・食材部門長代行 生鮮・食材部門長代行 髙杉  豪

(兼)食材流通部長 (兼)食材流通第二部長

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹｲｿﾞｳ

食料カンパニー 食料カンパニー 渡邊  桂三

食料営業サポート部長 食料営業サポート業務室長
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ﾀｷｱｷ  ｺｳｲﾁﾛｳ

油脂部長 伊藤忠シンガポール会社 滝明  宏一郎

ﾆｶｲﾄﾞｳ  ﾂﾄﾑ

飲料原料部長 伊藤園・伊藤忠 二階堂  勉

ミネラルウォーターズ㈱

取締役副社長

ｲﾜｻﾜ  ﾅｵｷ

水産部長 水産部長代行 岩沢  直樹

ﾔﾏﾑﾗ  ﾕﾀｶ

農産部長 食材流通第一部長 山村  裕

(兼)食材流通第一部青果流通課長

ｲｹﾀﾞ  ﾖｼﾌﾐ

金融・不動産・保険・物流カンパニー 金融・不動産・保険・物流カンパニー池田  佳史

プレジデント補佐 チーフ　インフォメーション　オフィサー

(兼)金融・不動産・保険・物流カンパニー

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ｵｶﾞﾀ  ﾀｶｼ

金融・不動産・保険・物流 金融企業投資部長 緒方  隆志

経営企画部長

(兼)金融・不動産・保険・物流カンパニー

　　チーフ　インフォメーション　オフィサー

(兼)金融・不動産・保険・物流経営企画部

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

金融事業推進部長 ㈱オリエントコーポレーション ﾋｸﾞﾁ  ﾁﾊﾙ

(兼)オリコ関連事業統轄部長 樋口  千春

(兼)金融事業推進第二課長

(兼)オリコ関連事業統轄部

　　オリコ関連ビジネス課長
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ｽｷﾞﾊﾗ  ﾋﾛﾀｶ

金融･保険部門長代行 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 杉原  弘隆

(兼)金融・不動産・保険・物流経営企画部

   ＨＲＭ推進チーム長

ﾉﾑﾗ  ﾔｽﾕｷ

物流部門長代行 物流ソリューション部長 野村  保之

ﾏﾁﾃﾞﾗ  ﾋﾛｼ

金融戦略投資部長 金融事業推進部長 待寺  弘志

(兼)オリコ関連事業統轄部長

ｽｷﾞｴ  ｺｳｼﾞ

建設第一部長 建設第一部長代行 杉江  康次

ｸﾏｶﾞｲ  ﾄｼﾋﾛ

物流ソリューション部長 物流プロジェクト部長 熊谷  俊洋

(兼)金融・不動産・保険・物流カンパニー

   国際貿易管理責任者

ﾀﾆｶﾞｷ  ﾕｷﾋﾛ

物流プロジェクト部長 ＥＵＲＡＳＩＡ 谷垣  行弘

(兼)金融・不動産・保険・物流カンパニー MANAGING DIRECTOR

　　国際貿易管理責任者

ｵｵﾆｼ  ﾅｵｼﾞ

監査部長 生活資材・化学品事業統括部長 大西  直児

(兼)監査部

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ｽｷﾞﾓﾄ  ｼｹﾞｼﾞ

秘書部長 自動車部門長 杉本  繁慈

(兼)秘書部内部統制統括責任者 (兼)自動車部門内部統制統括責任者

(兼)秘書部 (兼)自動車部門

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者     ITOCHU DNA プロジェクト責任者
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ﾀｶﾀﾞ  ﾄﾓﾕｷ

広報部長 広報部長代行 高田  知幸

(兼)広報部編集制作チーム長 (兼)広報部報道チーム長

(兼)広報部内部統制統括責任者 (兼)広報部コンプライアンスリーダー

(兼)広報部

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ﾀﾅｶ  ﾏｻﾔｽ

営業管理統括部長 営業管理統括部長代行 田中  雅康

(兼)営業管理統括部 (兼)営業管理統括部

　　金属・エネルギー管理室長 　　金属・エネルギー管理室長

(兼)営業管理統括部内部統制統括責任者 (兼)営業管理統括部

(兼)営業管理統括部 　　コンプライアンスリーダー

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ｵｼﾞﾏ  ﾋｻﾖｼ

財務部大阪財務部長 財務・経理・リスクマネジメント 小島  久昌

担当役員付

ﾔﾏｼﾛ  ﾖｼｷ

中国支社長 伊藤忠オートモービル㈱ 山代  芳喜

(兼)中国支社内部統制統括責任者

(兼)中国支社

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ﾉﾑﾗ  ﾏｻｶｽﾞ

九州支社企画開発室長 建設第二部海外事業統轄室長代行 野村  雅和

(兼)大分出張所長

ｶｲﾄﾞｳ  ﾏｻﾋﾛ

那覇支店長 オリコ関連事業統轄部 海道  正博

(兼)那覇支店食品課長 オリコ関連ビジネス課長

(兼)那覇支店ITOCHU　DNA　プロジェクト責任者

(兼)那覇支店コンプライアンス責任者

8



ﾀｹｼﾀ  ﾔｽｼﾞ

北海道支社企画開発室長 モスクワ事務所 竹下  泰司

(兼)北海道支社企画開発室開発チーム長

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕﾀｶ

東北支社企画開発室長 金属部門 中澤  穣

(兼)東北支社金属・エネルギー部長

(兼)東北支社企画開発室企画統轄チーム長

(兼)東北支社企画開発室開発チーム長

(兼)東北支社金属・エネルギー部

　石炭・エネルギー課長

(兼)東北支社金属・エネルギー部

　リサイクル開発課長

(兼)東北支社機械課長

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｷﾖｼ

伊藤忠インターナショナル会社 秘書部長 山口  潔

繊維部門長 (兼)秘書部内部統制統括責任者

(兼)秘書部

    ITOCHU DNA プロジェクト責任者

ﾐｳﾗ  ｼﾖｳｼﾞ

欧州繊維グループ長 ブランドマーケティング第三部 三浦  省司

(兼)伊藤忠イタリー会社社長 ブランドマーケティング第二課長

ｲﾉｳｴ  ﾐﾂﾊﾙ

欧州生活資材・化学品グループ長 欧州生活資材・化学品グループ長 井上  充治

(兼)伊藤忠ドイツ会社社長 (兼)伊藤忠ドイツ会社

ｱｶﾏﾂ  ﾄﾓﾕｷ

アフリカ支配人 いすゞ・建機部門長代行 赤松  知之

(兼)ヨハネスブルグ支店長

(兼)タナナリブ事務所長

(兼)アフリカ内部統制統括責任者
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ﾄﾐﾊﾗ  ｼﾞﾕﾝ

伊藤忠中近東会社社長 有機化学品第一部長代行 冨原  淳

ﾂﾂﾐ  ﾀｶﾕｷ

マスカット事務所長 石油・ガス開発部長代行 堤  孝行

ﾊﾔｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

中国生活資材・化学品グループ長 タキロン㈱ 林  英範

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｲﾁﾛｳ

台湾伊藤忠会社董事長(兼)総経理 情報通信・航空電子経営企画部長 渡辺  一郎

(兼)情報通信・航空電子カンパニー

  チーフ インフォメーション オフィサー

(兼)情報通信・航空電子経営企画部

  ITOCHU　DNA　プロジェクト責任者

(兼)情報通信・航空電子カンパニー

  コンプライアンス責任者

ﾓﾄｵｶ  ﾀｸｼﾞ

インドネシア支配人 インドネシア支配人代行 本岡  卓爾

(兼)伊藤忠インドネシア会社社長 (兼)ジャカルタ事務所長

ｲｼｲ  ｹｲﾀ

インドシナ支配人 伊藤忠ケミカルフロンティア㈱ 石井  敬太

(兼)伊藤忠タイ会社社長 取締役常務執行役員

(兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長

(兼)バンコック支店長

(兼)プノンペン事務所長
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ﾋｻﾄﾐ  ｹﾝｲﾁ

マニラ支店長 マニラ支店長代行 久冨  賢一

ﾅｶﾞﾀ  ｼﾝｲﾁ

伊藤忠モードパル㈱ ファッションアパレル部門 長田  伸一

代表取締役社長 アパレル戦略室長

ｵｶ  ﾋﾛｼ

コンバースフットウェア㈱ 欧州繊維グループ長 岡  広史

代表取締役社長 (兼)伊藤忠イタリー会社社長

ﾀﾆﾑﾗ  ﾋﾄｼ

日本エアロスペース㈱ 日本エアロスペース㈱ 谷村  仁司

代表取締役社長 常務取締役

ﾊﾔｼ  ｼﾛｳ

伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 林  史郎

董事長 総経理

(兼)中国繊維グループ (兼)中国繊維グループ

ﾐｽﾞﾀﾆ  ﾋﾃﾞﾌﾐ

伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 繊維原料・テキスタイル部長代行 水谷  秀文

総経理 (兼)繊維原料・テキスタイル部シャツ課長

(兼)中国繊維グループ

ｲｹｿﾞｴ  ﾖｳｲﾁ

ITOCHU Textile Prominent(Asia)Ltd. 伊藤忠繊維原料(亜州)有限公司 池添  洋一

CEO 総経理

(兼)中国繊維グループ (兼)中国繊維グループ
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ﾄﾓｻﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

ITOCHU Textile Prominent(Asia)Ltd. ＰＡＬ 友定  宏之

MANAGING DIRECTOR MANAGING DIRECTOR

(兼)中国繊維グループ (兼)中国繊維グループ

ﾅｶｻﾞﾜ  ｵｳｼﾞ

ＩＡＡＩ いすゞビジネス部 中沢  欧二

PRESIDENT & CEO

ﾆｼｶﾜ  ｺｳｲﾁﾛｳ

ＩＳＰ 産機・電子システム部 西川  広一郎

MANAGING DIRECTOR ファインプロセスシステム課長

ﾅｶﾀﾆ  ﾂｸﾞﾖｼ

ＩＭＥＡ ＩＭＥＡ 中谷  次克

MANAGING DIRECTOR&CEO DIRECTOR & COO

以　上
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*代表権 2010年4月1日付

取締役 12名
役　位 役 割

* 小林　栄三 取締役会長
渡邉　康平 取締役副会長 社長補佐　経営管理管掌

* 岡藤　正広 取締役社長
* 丹波　俊人 取締役 社長補佐　（LINEs分掌）
* 小林　洋一 取締役 金属・エネルギーカンパニー プレジデント
* 青木　芳久 取締役 食料カンパニー プレジデント

* 関　　 忠行 取締役
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
（兼）チーフ フィナンシャル オフィサー

* 井上　裕雄 取締役 情報通信・航空電子カンパニー プレジデント
* 岡田　賢二 取締役 金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント

* 髙柳　浩二 取締役
経営企画担当役員
（兼）チーフ インフォメーション オフィサー

* 菊地　哲 取締役 生活資材・化学品カンパニー プレジデント
丹羽　宇一郎 取締役相談役

役　位
冨永　正人 常勤監査役
米家　正三 常勤監査役
阪口　春男 監査役
林　 　良造 監査役
鳥居　敬司 監査役

役　位 役 割
丹波　俊人 副社長執行役員 社長補佐　（LINEs分掌）
小林　洋一 専務執行役員 金属・エネルギーカンパニー プレジデント

赤松　良夫 専務執行役員
人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフ コンプライアンス オフィサー

桑山　信雄 専務執行役員 関西担当役員
青木　芳久 専務執行役員 食料カンパニー プレジデント

関　　 忠行 専務執行役員
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
（兼）チーフ フィナンシャル オフィサー

井上　裕雄 常務執行役員 情報通信・航空電子カンパニー プレジデント
鈴木　善久 常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）
前田　一年 常務執行役員 人事・総務・法務担当役員補佐

藤野　達夫 常務執行役員
大洋州総支配人
(兼)伊藤忠豪州会社社長

岡田　賢二 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント

髙柳　浩二 常務執行役員
経営企画担当役員
（兼）チーフ インフォメーション オフィサー

野村　徹 常務執行役員
アジア総支配人
（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）シンガポール支店長

菊地　哲 常務執行役員 生活資材・化学品カンパニー プレジデント

久米川　武士 常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

松本　吉晴 常務執行役員 名古屋支社長
石丸　慎太郎 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニー エグゼクティブ バイスプレジデント
松島　泰 常務執行役員 機械カンパニー プレジデント

福田　祐士 常務執行役員
生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブ バイスプレジデント
（兼）化学品部門長

北村　喜美男 常務執行役員 経理部長

小関　秀一 常務執行役員

中国総代表代行（華東担当）
（兼）上海伊藤忠商事有限公司総経理
（兼）中国ビジネス開発グループ長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司武漢分公司総経理

執行役員 43名
氏　名

役員一覧表

氏　名

取 12名　監 5名　執 43名

氏　名
監査役 5名

1



役　位 役 割氏　名

中村　一郎 常務執行役員
金属・エネルギーカンパニー エグゼクティブ バイスプレジデント
（兼）金属部門長

吉田　朋史 常務執行役員 生活資材部門長

佐々木　淳一 常務執行役員

中国総代表
（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司董事長
（兼）伊藤忠香港会社会長
（兼）ＢＩＣ董事長

岡本　均 常務執行役員 繊維カンパニー プレジデント
松見　和彦 執行役員 法務部長
佐藤　浩雄 執行役員 食糧部門長
雪矢　正隆 執行役員 金融・保険部門長
今井　雅啓 執行役員 プラント・船舶部門長
笠川　信之 執行役員 航空宇宙・産機システム部門長
木造　信之 執行役員 建設・不動産部門長
須﨑　隆寛 執行役員 情報通信・メディア部門長
髙木　正信 執行役員 エネルギー部門長
三宅　幸宏 執行役員 事業部長

鷲巣　寛 執行役員
中南米総支配人
（兼）伊藤忠ブラジル会社社長

大林　稔男 執行役員 人事部長
米倉　英一 執行役員 業務部長
星  　 秀一  執行役員 食品流通部門長
玉巻　裕章 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長
小林  文彦 執行役員 総務部長
中山　勇 執行役員 食料カンパニー プレジデント補佐

豊島　正德 執行役員
中近東総支配人
(兼)伊藤忠中近東会社会長

吉田　多孝 執行役員 自動車・建機部門長

以　上

2



2010年定時株主総会日付

取締役 14名
役　位 役 割

小林　栄三 取締役会長
渡邉　康平 取締役副会長 社長補佐　経営管理管掌
岡藤　正広 取締役社長
丹波　俊人 取締役 社長補佐　（LINEs分掌）
小林　洋一 取締役 金属・エネルギーカンパニー プレジデント

赤松　良夫 取締役
人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフ コンプライアンス オフィサー

青木　芳久 取締役 食料カンパニー プレジデント

関　　 忠行 取締役
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
（兼）チーフ フィナンシャル オフィサー

井上　裕雄 取締役 情報通信・航空電子カンパニー プレジデント
岡田　賢二 取締役 金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント

髙柳　浩二 取締役
経営企画担当役員
（兼）チーフ インフォメーション オフィサー

菊地　哲 取締役 生活資材・化学品カンパニー プレジデント
松島　泰 取締役 機械カンパニー プレジデント
岡本　均 取締役 繊維カンパニー プレジデント

役　位
冨永　正人 常勤監査役
米家　正三 常勤監査役
阪口　春男 監査役
林　 　良造 監査役
鳥居　敬司 監査役

役　位 役 割
丹波　俊人 副社長執行役員 社長補佐　（LINEs分掌）
小林　洋一 専務執行役員 金属・エネルギーカンパニー プレジデント

赤松　良夫 専務執行役員
人事・総務・法務担当役員
(兼)チーフ コンプライアンス オフィサー

桑山　信雄 専務執行役員 関西担当役員
青木　芳久 専務執行役員 食料カンパニー プレジデント

関　　 忠行 専務執行役員
財務・経理・リスクマネジメント担当役員
（兼）チーフ フィナンシャル オフィサー

井上　裕雄 常務執行役員 情報通信・航空電子カンパニー プレジデント
鈴木　善久 常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長（CEO）
前田　一年 常務執行役員 人事・総務・法務担当役員補佐

藤野　達夫 常務執行役員
大洋州総支配人
(兼)伊藤忠豪州会社社長

岡田　賢二 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント

髙柳　浩二 常務執行役員
経営企画担当役員
（兼）チーフ インフォメーション オフィサー

野村　徹 常務執行役員
アジア総支配人
（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）シンガポール支店長

菊地　哲 常務執行役員 生活資材・化学品カンパニー プレジデント

久米川　武士 常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

松本　吉晴 常務執行役員 名古屋支社長
石丸　慎太郎 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント
松島　泰 常務執行役員 機械カンパニー プレジデント

福田　祐士 常務執行役員
生活資材・化学品カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント
（兼）化学品部門長

北村　喜美男 常務執行役員 経理部長

執行役員 43名
氏　名

役員一覧表

氏　名

取 14名　監 5名　執 43名

氏　名
監査役 5名

1



役　位 役 割氏　名

小関　秀一 常務執行役員

中国総代表代行（華東担当）
（兼）上海伊藤忠商事有限公司総経理
（兼）中国ビジネス開発グループ長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司武漢分公司総経理

中村　一郎 常務執行役員
金属・エネルギーカンパニー エグゼクティブバイスプレジデント
（兼）金属部門長

吉田　朋史 常務執行役員 生活資材部門長

佐々木　淳一 常務執行役員

中国総代表
（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司董事長
（兼）伊藤忠香港会社会長
（兼）ＢＩＣ董事長

岡本　均 常務執行役員 繊維カンパニー プレジデント
松見　和彦 執行役員 法務部長
佐藤　浩雄 執行役員 食糧部門長
雪矢　正隆 執行役員 金融・保険部門長
今井　雅啓 執行役員 プラント・船舶部門長
笠川　信之 執行役員 航空宇宙・産機システム部門長
木造　信之 執行役員 建設・不動産部門長
須﨑　隆寛 執行役員 情報通信・メディア部門長
髙木　正信 執行役員 エネルギー部門長
三宅　幸宏 執行役員 事業部長

鷲巣　寛 執行役員
中南米総支配人
（兼）伊藤忠ブラジル会社社長

大林　稔男 執行役員 人事部長
米倉　英一 執行役員 業務部長
星  　 秀一  執行役員 食品流通部門長
玉巻　裕章 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長
小林  文彦 執行役員 総務部長
中山　勇 執行役員 食料カンパニー プレジデント補佐

豊島　正德 執行役員
中近東総支配人
(兼)伊藤忠中近東会社会長

吉田　多孝 執行役員 自動車・建機部門長

以　上
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