
２０１１年２月１４日

伊藤忠商事株式会社

1. 執行役員の役割異動 2名

（新） （旧）

(2011年4月１日付）

執行役員 執行役員 ｽｻｷ　ﾀｶﾋﾛ

情報通信部門長 情報通信・メディア部門長 須﨑 隆寛

執行役員 ｵｵｷﾀ　ﾊﾙﾄｼ

新エネルギー・石炭部門長 伊藤忠インターナショナル会社 大喜多　治年

機械部門長

2. 部店長以上の役職異動　68名 

（新） （旧）

（ 2011年4月1日付 ）

ｱｻｸﾗ  ﾋﾃﾞﾌﾐ

繊維原料・テキスタイル部門長代行 テキスタイル・製品部長 朝倉  英文

(兼)テキスタイル・製品部長

ﾌｸﾜ  ｸﾆﾀ

繊維原料・テキスタイル部長 ㈱ジャヴァホールディングス 福和  國太

取締役

ｽｸﾞﾀ  ﾋﾛｼ

情報通信部門長代行 海外市場部長 直田  宏

ｱﾌﾞﾗﾔ  ｼﾝｲﾁ

電力プロジェクト部長 プラント・船舶部門長補佐 油屋  真一

人事異動
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（新） （旧）

ｱｻﾀﾞ  ﾔｽﾋｺ

プラント・プロジェクト部長 プラント・プロジェクト第一部長代行 浅田  裕彦

ｶﾜｼﾏ  ﾋﾛｱｷ

自動車事業推進部長 自動車・建機部門長補佐 川嶌  宏昭

ｿﾃﾞ  ﾅｵﾔ

いすゞビジネス部長 いすゞビジネス部長代行 外  直也

ﾌｼﾞﾀ  ﾋﾛｶｽﾞ

建設機械部長 自動車・建機部門企画統括課長 藤田  洋一

ｼﾝｸﾞｳ  ﾀﾂｼ

通信・モバイルビジネス部長 モバイルネットワークビジネス部長 新宮  達史

ﾖﾂｲ  ﾄｼﾕｷ

金属部門長代行 非鉄・金属原料部長 四居  利之

(兼)非鉄・金属原料部長

ｶﾜｸﾞﾁ  ｺｳｲﾁ

新エネルギー・石炭部門長代行 石炭部長 川口  浩一

ﾌｾ  ﾄｼﾋｻ

エネルギー部門長補佐 エネルギー貿易第二部長 普世  粛久

ｲﾏｲ  ｼｹﾞﾄｼ

鉄鉱石・製鉄資源部長 鉄鉱石・製鉄資源部長代行 今井  重利

ｱｷﾊﾞ  ﾋﾛｼ

石炭部長 石炭部長代行 秋葉  浩

ﾅｶｿﾞﾉ  ｱｷﾋｺ

原子力・低炭素燃料部長 新エネルギー部長代行 中園  明彦
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（新） （旧）

ﾔｽﾀﾞ  ﾀｶｼ

エネルギー貿易第一部長 新エネルギー部長 安田  貴志

ﾁﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ

エネルギー貿易第ニ部長 ＩＰＣ／ＳＰＲ 千村  裕史

ｻｲﾄｳ  ｶｽﾞﾔ

化学品部門長代行 生活資材・化学品経営企画部長 齋藤  一也

(兼)無機化学品部長

ﾀｹﾀﾞ  ﾊﾙﾕｷ

木材・建材部長 木材・建材部長代行 武田  晴之

ｺﾏﾂ  ﾀﾂｵ

有機化学品第一部長 有機化学品第二部長 小松  立夫

ﾐｽﾞｼﾏ  ﾋﾃﾞｷ

有機化学品第二部長 有機化学品第二部長代行 水島  英幾

ｼﾏ  ﾋﾃﾞﾋﾛ

リーテイル・資材部長 化学品営業サポート部長 島  秀宏

ｲﾑﾀ  ｶﾂﾉﾘ

化学品営業サポート部長 韓国伊藤忠株式会社 伊牟田  克典

ﾀｶﾀﾞ  ｶｽﾞﾕｷ

生鮮・食材部門長代行 畜産部長 髙田  和之

(兼)畜産部長

ｶｲﾂﾞｶ  ﾋﾛﾕｷ

食品流通部門長代行 食料経営企画部長 貝塚  寛雪

ﾆｶｲﾄﾞｳ  ﾂﾄﾑ

食糧部門長補佐 飲料原料部長 二階堂  勉

ﾀｶﾊｼ  ｼｹﾞｵ

飼料・穀物・油糧部長 飼料・穀物部長 高橋  成夫
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（新） （旧）

ﾀｷｱｷ  ｺｳｲﾁﾛｳ

油脂・穀物製品部長 油脂部長 滝明  宏一郎

ﾐﾔﾓﾄ  ｼﾕｳｲﾁ

砂糖・乳製品部長 伊藤忠食糧販売㈱ 宮本  秀一

執行役員

ｶﾀｸﾗ  ﾕﾀｶ

飲料原料部長 中国食料グループ長 片倉  裕

ｸﾗﾀ  ｲﾁﾛｳ

食材流通部長 食材流通部長代行 藏田  一郎

ｻﾄｳ  ﾋﾃﾞﾅﾘ

食品流通部長 食品流通部門食品流通戦略室長 佐藤  英成

ﾌｶｷ  ｺｳｼﾞ

建設・不動産部門長補佐 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ 深城  浩二

執行役員

ｲｽﾞﾐ  ﾄﾓｷ

建設・不動産部門長補佐 大阪建設部長 泉  知己

ｱﾗｷ  ﾐﾉﾙ

建設第二部長 建設第二部長代行 荒木  稔

ｵｶﾞﾀ  ﾀｶｼ

建設第三部長 金融・不動産・保険・物流経営企画部長 緒方  隆志

(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

ｽｷﾞﾊﾗ  ﾋﾛﾀｶ

金融・保険事業部長 金融・保険部門長代行 杉原  弘隆

4



（新） （旧）

ｲﾏﾑﾗ  ﾄﾓｱｷ

物流統括部長 伊藤忠ロジスティクス㈱ 今村  智明

取締役執行役員

ﾅｶﾂﾎﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

名古屋支社機械・情報部長 名古屋支社機械部長 中坪  大輔

ﾁﾖｳｼ  ｶｽﾞﾋｺ

名古屋支社金属・エネルギー部長 伊藤忠メタルズ㈱ 長子  和彦

ｼﾞﾖｳｹｲ  ﾅｵﾋﾛ

九州支社長 伊藤忠インターナショナル会社 常慶  直宏

(兼)九州支社金属・エネルギー部長 金属・エネルギー部門長

ﾉﾑﾗ  ﾏｻｶｽﾞ

九州支社企画開発部長 九州支社企画開発室長 野村  雅和

ﾅｶﾑﾗ  ｻﾄﾙ

中国支社企画開発部長 トリポリ事務所長 中村  哲

ﾊﾏﾉｿﾉ  ｹﾝｲﾁ

中国支社機械・情報部長 中国支社機械部長 濱ノ園  健一

ﾀｶｽｷﾞ  ﾀｹｼ

北海道支社長 生鮮・食材部門長代行 髙杉  豪

(兼)食材流通部長

ﾀｹｼﾀ  ﾔｽｼﾞ

北海道支社企画開発部長 北海道支社企画開発室長 竹下  泰司

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕﾀｶ

東北支社企画開発部長 東北支社企画開発室長 中澤  穣

(兼)東北支社金属・エネルギー部長 (兼)東北支社金属・エネルギー部長
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（新） （旧）

ｵｵｻﾜ  ｶｽﾞｵ

富山支店長 名古屋支社金属・エネルギー部長 大澤  一雄

ｵｶﾑﾗ  ｱﾂﾐ

北陸支店長 金沢支店長 岡村  敦実

ｸﾎﾞ  ｲｻｵ

伊藤忠インターナショナル会社CAO 繊維経営企画部長 久保  勲

(兼)伊藤忠インターナショナル会社

　　経営企画部長

(兼)伊藤忠カナダ会社社長

ｱﾗｾ  ｼﾕｳｲﾁ

伊藤忠インターナショナル会社 エネルギー部門長代行 荒瀬  秀一

金属・エネルギー部門長

ﾔﾏﾅｶ  ｹﾝｼﾞ

リマ事務所長 海外市場部米州室 山中  賢司

ﾅﾘｻﾜ  ﾉﾌﾞﾋｺ

中・東欧代表 中・東欧代表 成沢  信彦

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長 (兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

(兼)プラハ事務所長

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾕﾝｽｹ

伊藤忠イラン会社社長 伊藤忠イラン会社副社長 山本  純介

ﾓﾄﾑﾗ  ﾖｼﾕｷ

カラチ事務所長 ＩＴＲ 本村  佳之

ｻﾝｶﾞ  ﾏｻﾋｺ

トリポリ事務所長 伊藤忠イラン会社社長 三箇  正彦
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（新） （旧）

ｻｲﾄｳ  ｱｷﾗ

東アジア総代表補佐　経営企画担当 法務部コンプライアンス室長 齊藤  晃

(兼)中国経営企画グループ長

ｳﾂﾉﾐﾔ  ﾀﾀﾞｼ

東アジア総代表補佐　経営管理担当 中国経営管理グループ長 宇都宮  正

(兼)中国経営管理グループ長

ｲｹｿﾞｴ  ﾖｳｲﾁ

東アジア総代表補佐 華北担当 伊藤忠（中国）集団有限公司 池添  洋一

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司総経理 総経理代行 華北担当

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾂﾄﾑ

東アジア総代表補佐 華東担当 無機化学品部長 宮﨑  勉

(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

ｲｹｳﾁ  ﾋﾛｼ

東アジア総代表補佐 華南担当 中国総代表補佐 華南担当 池内  宏

(兼)伊藤忠香港会社社長 (兼)伊藤忠香港会社社長

ｵｵﾂｶ  ｼﾞﾖｳｼﾞ

中国繊維グループ長 パキスタン代表 大塚  丈二

(兼)伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 カラチ事務所長

董事長

ｱｷﾔﾏ  ﾂﾖｼ

中国食料グループ長 水産部長代行 秋山  剛
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（新） （旧）

ｶﾜｶﾐ  ﾋﾛﾔｽ

韓国伊藤忠株式会社社長 化学品部門長代行 川上  弘恭

(兼)リーテイル・資材部長

ｽﾅﾔﾏ  ﾄﾖﾋﾛ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 アジア総支配人補佐 経営企画担当 砂山  豊宏

経営企画担当 (兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｶﾂ  ｱﾂｼ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 アジア総支配人補佐 経営管理担当 勝  厚

経営管理担当 (兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾉﾘｵ

バクー事務所長 ＣＩＳ代表付 山崎  徳夫

(兼)ＣＩＥＣＯ/ＡＺＥＲ DIRECTOR

ｼﾐｽﾞ  ﾓﾄﾅﾘ

ＩＴＯＣＨＵ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　 繊維原料・テキスタイル部長 清水  源也

Ｐｒｏｍｉｎｅｎｔ (Ａｓｉａ) Ｌｔｄ．

CEO & MANAGING DIRECTOR

以　上
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*代表権 2011年4月1日付

取締役 11名
役　位

* 小林　栄三 取締役会長
* 岡藤　正広 取締役社長
* 小林　洋一 取締役
* 赤松　良夫 取締役
* 青木　芳久 取締役
* 関　　 忠行 取締役
* 岡田　賢二 取締役
* 髙柳　浩二 取締役
* 菊地　哲 取締役
* 松島　泰 取締役
* 岡本　均 取締役

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
岡藤　正広 社長
小林　洋一 副社長執行役員 社長補佐（金属・エネルギーカンパニー/機械・情報カンパニー 管掌）
赤松　良夫 専務執行役員 CAO・CCO
桑山　信雄 専務執行役員 社長補佐（関西担当）
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 CFO・CIO

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
特定業務担当役員（建設・不動産部門担当）
（兼）特定業務担当役員（金融・保険事業部/物流統括部担当）

髙柳　浩二 常務執行役員
CSO
（兼）業務部長

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
特定業務担当役員補佐
（金融・保険事業部/物流統括部担当）

松島　泰 常務執行役員 機械・情報カンパニー 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

東アジア総代表
(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

中村　一郎 常務執行役員 金属・エネルギーカンパニー プレジデント
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
アセアン・南西アジア総支配人
(兼)伊藤忠シンガポール会社社長
(兼)シンガポール支店長

岡本　均 常務執行役員 繊維カンパニー プレジデント

玉野　邦彦 常務執行役員
CFO補佐
(兼)統合リスクマネジメント部長

米倉　英一 常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社社長(CEO)

執行役員 38名
氏　名

役員一覧表

氏　名

取 11名　監 5名　執 38名

氏　名
監査役 5名
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役　位 役 割氏　名
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 情報通信部門長
三宅　幸宏 執行役員 統合リスクマネジメント部長代行
鷲巣　寛 執行役員 金属部門長
小林  文彦 執行役員 人事・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
（兼）食糧部門長

豊島　正德 執行役員 エネルギー部門長
吉田　多孝 執行役員 自動車・建機部門長

山口　潔 執行役員
伊藤忠インターナショナル会社　繊維部門長
（兼）ITOCHU PROMINENT USA LLC (CHAIRMAN & CEO)

鈴木  英文 執行役員 法務部長
高坂  正彦 執行役員 開発・調査部長
大喜多  治年 執行役員 新エネルギー・石炭部門長
久保  洋三 執行役員 ファッションアパレル部門長

以 上
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２０１１年２月１４日 

関係各位 

伊藤忠商事株式会社 

 

2011年度組織改編について 
 

 

 

2010年12月7日に公表いたしました「2011年度組織改編について」に加え、以下の通り組織改編を決定いたしま 

したのでお知らせいたします。 

 

 

 

（２０１１年４月１日付） 

 

◆国内 

１．カンパニー・部門の改編 

 

機械カンパニー ・ 情報通信・航空電子カンパニー 

 「情報通信・メディア部門」を「情報通信部門」に改称する。 

 

【改編前】            【改編後】 

 機械カンパニー                           機械・情報カンパニー  

プラント・船舶部門        プラント・船舶部門 

自動車・建機部門       自動車・建機部門 

  情報通信・航空電子カンパニー                航空宇宙・産機システム部門 

航空宇宙・産機システム部門          情報通信部門 

情報通信・メディア部門        

 

 

 

金属・エネルギーカンパニー 

 「新エネルギー・石炭部門」を新設する。 

 

【改編前】                 【改編後】 

 金属・エネルギーカンパニー                金属・エネルギーカンパニー  

金属部門            金属部門 

エネルギー部門             新エネルギー・石炭部門 

                      エネルギー部門 
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２．部門・部の改編 

 

機械カンパニー ・ 情報通信・航空電子カンパニー 

 「機械経営企画部」と「情報通信・航空電子経営企画部」を統合し、「機械・情報経営企画部」とする。 

 

【改編前】                【改編後】 

 機械カンパニー                          機械・情報カンパニー  

機械経営企画部        機械・情報経営企画部 

  情報通信・航空電子カンパニー                

情報通信・航空電子経営企画部           

 

 

 

プラント・船舶部門 

 「プラント・プロジェクト第一部」と「プラント・プロジェクト第二部」を再編し、「電力プロジェクト部」と 

「プラント・プロジェクト部」とする。 

 

【改編前】                 【改編後】 

プラント・船舶部門                  プラント・船舶部門 

  船舶海洋部             船舶海洋部 

  プラント・プロジェクト第一部       電力プロジェクト部 

  プラント・プロジェクト第二部        プラント・プロジェクト部 

   

 

 

情報通信・メディア部門 

 「情報産業ビジネス部」と「メディア・ネットビジネス部」と「モバイルネットワークビジネス部」を再編し、 

「情報産業ビジネス部」と「通信・モバイルビジネス部」とする。     

 

【改編前】                 【改編後】 

情報通信・メディア部門                情報通信部門 

  情報産業ビジネス部            情報産業ビジネス部 

  メディア・ネットビジネス部       通信・モバイルビジネス部 

  モバイルネットワークビジネス部        
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金属・エネルギーカンパニー 

 「新エネルギー部」の一部の業務を、新設された「新エネルギー・石炭部門」に移管し、「原子力・ 

低炭素燃料部」を新設する。 

 「新エネルギー部」の一部の業務を「エネルギー貿易第一部」に移管する。 

 「ソーラー事業推進部」を「新エネルギー・石炭部門」に移管する。 

 

【改編前】                 【改編後】 

 金属・エネルギーカンパニー                    金属・エネルギーカンパニー  

  新エネルギー部                          金属部門 

金属部門              鉄鉱石・製鉄資源部 

  鉄鉱石・製鉄資源部                       非鉄・金属原料部 

  非鉄・金属原料部       新エネルギー・石炭部門 

  石炭部          石炭部 

エネルギー部門          原子力・低炭素燃料部 

  エネルギー貿易第一部            ソーラー事業推進部 

  エネルギー貿易第二部                     エネルギー部門 

  石油・ガス開発部                          エネルギー貿易第一部 

  天然ガス事業開発部         エネルギー貿易第二部 

 総本社 開発・営業          石油・ガス開発部 

ソーラー事業推進部         天然ガス事業開発部        

 

 

 

 食料カンパニー 

   

食糧部門 

 「油脂部」と「飼料・穀物部」を再編し、「飼料・穀物・油糧部」と「油脂・穀物製品部」とする。 

 

【改編前】                【改編後】 

食糧部門                       食糧部門 

  油脂部            飼料・穀物・油糧部 

  飼料・穀物部           油脂・穀物製品部 

  砂糖・乳製品部           砂糖・乳製品部 

  飲料原料部            飲料原料部 
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金融・不動産・保険・物流カンパニー 

 

建設・不動産部門 

 「建設第二部」と「大阪建設部」を再編し、「建設第二部」と「建設第三部」とする。 

 

【改編前】                【改編後】 

 金融・不動産・保険・物流カンパニー             特定業務担当役員  

建設・不動産部門                   建設・不動産部門 

建設第一部                   建設第一部 

   建設第二部                          建設第二部 

   大阪建設部            建設第三部 

 

 

 

４．支社の部の改編 

 名古屋支社、九州支社、中国支社、北海道支社、東北支社にある「企画開発室」を「企画開発部」に 

改称する。 

 名古屋支社「財経総務部」、九州支社「財経・総務部」を、「管理部」に改称する。 

 名古屋支社、中国支社にある「機械部」を「機械・情報部」に改称する。 

 

 

 

５．支店の閉鎖 

 新潟支店、静岡支店、福井支店、四国支店、那覇支店を閉鎖する。（2011年3月31日付） 

尚、金沢支店を北陸支店に改称する。 

 

 

 

◆海外 

海外ブロックの改編 

 

 「中国ブロック」、「アジアブロック」、及び本社直轄の海外組織を再編し、「東アジアブロック」と 

「アセアン・南西アジアブロック」とする。 

 

以 上 


