
２０１２年２月１５日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧）

（ 2012年3月1日付 ）

ﾖｺｳﾁ  ﾖｼﾅﾘ

Ｉ．Ｃ．Ａｕｔｏｈａｎｄｅｌ 欧州機械・情報グループ 横内  良成

Ｂｅｔｅｉｌｉｇｕｎｇｅｎ ＧｍｂＨ (兼)伊藤忠ドイツ会社

GESCHAEFTSFUEHRER

（ 2012年4月1日付 ）

ｲｸﾞﾁ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

テキスタイル・製品部長 ベトナム支配人代行 井口  英則

(兼)ホーチミン事務所長

ｵﾀﾞﾆ  ﾀﾂｵ

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三部長代行 小谷  建夫

(兼)ブランドマーケティング第三部

　ブランドマーケティング第十二課長

ﾏﾂﾓﾄ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

プラント・船舶・航空機部門長代行 機械・情報経営企画部長代行 松本  茂伸

ﾏｼｺ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 プラント・船舶部門長補佐 増子  隆太郎

ﾋﾗｲｼ  ﾕｷｵ

非鉄・金属原料部長 伊藤忠メタルズ㈱ 平石  幸雄

執行役員

人事異動
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（新） （旧）

ｶﾜｸﾞﾁ  ｺｳｲﾁ

石炭・原子力・ソーラー部門長代行 新エネルギー・石炭部門長代行 川口  浩一

ﾓﾁﾀﾞ  ｻﾄｼ

ソーラービジネス部長 ソーラー事業推進部長 持田  哲

ﾅｶｵ  ｲｻｵ

エネルギー部門長補佐 金属・エネルギー経営企画部長代行 中尾  功

(兼)エネルギー部門

　　エネルギー企画統轄課長

ﾔｽﾀﾞ  ﾀｶｼ

エネルギー貿易部長 エネルギー貿易第一部長 安田  貴志

ﾁﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ

ＬＰガス・事業プロジェクト部長 エネルギー貿易第二部長 千村  裕史

ｽﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ

天然ガス事業開発部長 エネルギー貿易第一部長代行 須田  亮平

ｳｴﾀﾞ  ｱｷﾋﾛ

化学品部門長代行 合成樹脂部長 上田  明裕

(兼)合成樹脂部長

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾂﾄﾑ

化学品部門長補佐 上海伊藤忠商事有限公司副総経理 宮﨑  勉

(兼)無機化学品部長

ｽｴﾀ  ﾏｻﾐ

食料中国事業推進部長 食料カンパニーＣＦＯ補佐　 末田  雅己

ﾔﾏﾑﾗ  ﾕﾀｶ

生鮮・食材部門長代行 農産部長 山村  裕

(兼)農産部長
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（新） （旧）

ｲﾜｻﾜ  ﾅｵｷ

生鮮・食材部門長補佐 水産部長 岩沢  直樹

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾀｹｼ

畜産部長 北米食料部門長代行 萩原  武

(兼)伊藤忠インターナショナル会社　

ロスアンゼルス支店長

ﾀﾅｶ  ｹﾝｼﾞ

水産部長 Ｐ．Ｔ．ＡＮＥＫＡ ＴＵＮＡ 田中  建治

ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

PRESIDENT

ﾊﾗﾀﾞ  ﾔｽﾕｷ

生活資材部門長代行 物資部長 原田  恭行

(兼)物資部長

ﾌｼﾞﾀ  ﾕｳｼﾞ

生活資材部門長補佐 紙パルプ部長代行 藤田  裕二

ｸﾗｼｹﾞ  ｲﾁﾛｳ

紙パルプ部長 生活資材部門生活資材企画統轄課長 倉重  猪知郎

(兼)生活資材・化学品経営企画部

(兼)生活資材・化学品Ｍ＆Ｒ室

ｼﾝｸﾞｳ  ﾀﾂｼ

情報・保険・物流部門長代行 通信・モバイルビジネス部長 新宮  達史

(兼)通信・モバイルビジネス部長

ﾅｶﾉ  ｼﾝｿﾞｳ

情報産業ビジネス部長 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱ 中野  慎三

取締役
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（新） （旧）

ｲﾏﾑﾗ  ﾄﾓｱｷ

物流・保険ビジネス部長 物流統括部長 今村  智明

ﾏﾂ  ﾉﾘｵ

建設・金融部門長代行 建設・不動産部門長代行 松  典男

(兼)建設・不動産企画室長

(兼)不動産・金融・保険・物流

   内部統制・情報化推進室

ﾏﾁﾃﾞﾗ  ﾋﾛｼ

建設・金融部門長補佐 金融・保険事業部長代行 待寺  弘志

ｵｶﾞﾀ  ﾀｶｼ

建設・金融部門長補佐 建設第三部長 緒方  隆志

ﾌｶｷ  ｺｳｼﾞ

建設第一部長 建設・不動産部門長補佐 深城  浩二

ｽｽﾞｷ  ﾀｶｼ

建設第三部長 業務部 鈴木  隆

ｶﾄｳ  ｼｭｳｲﾁ

金融ビジネス部長 金融・保険・物流企画室長 加藤  修一

(兼)不動産・金融・保険・物流

   内部統制・情報化推進室

ｶﾜﾓﾄ  ｴｲｷ

名古屋支社機械部長 機械・情報Ｍ＆Ｒ室 川本  英樹
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（新） （旧）

ｲﾄｳ  ﾋﾛｼ

名古屋支社化学品部長 名古屋支社 伊藤  博司

(兼)名古屋支社化学品部 生活資材・化学品部長

　　合樹化学品課長 (兼)名古屋支社生活資材・化学品部

　　合樹化学品課長

ｼﾞｮｳｹｲ  ﾅｵﾋﾛ

九州支社長 九州支社長 常慶  直宏

(兼)九州支社金属・エネルギー部長 (兼)九州支社金属・エネルギー部長

(兼)九州支社化学品部長 (兼)九州支社生活資材・化学品部長

(兼)九州支社金属・エネルギー部 (兼)九州支社金属・エネルギー部

　　リサイクル開発課長 　　リサイクル開発課長

(兼)九州支社化学品部九州合成樹脂課長 (兼)九州支社生活資材・化学品部

　　九州合成樹脂課長

ﾏﾂﾅｶﾞ  ｽｸﾞﾙ

九州支社企画開発部長 金融・保険・物流企画室長代行 松永  秀

(兼)不動産・金融・保険・物流Ｍ＆Ｒ室

ﾑﾗｶﾐ  ｲｯﾍﾟｲ

九州支社食料部長 益多厨食材股分有限公司 村上  一平

(兼)九州支社食料部食糧課長 董事長

(兼)九州支社食料部食品課長 (兼)台湾伊藤忠会社

ﾅｶﾑﾗ  ｻﾄﾙ

中四国支社企画開発部長 中国支社企画開発部長 中村  哲

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｵｻﾑ

中四国支社機械部長 中国支社機械・情報部長 渡辺  修

(兼)中四国支社機械部自動車課長 (兼)中国支社機械・情報部自動車課長

中四国支社金属・エネルギー部長 中国支社金属・エネルギー部長 ｵﾊﾞﾀ  ｵｻﾑ

(兼)中四国支社 (兼)中国支社 小畑  修

　　金属・エネルギー部石炭課長 　　金属・エネルギー部石炭課長
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（新） （旧）

ﾀﾉ  ｱﾂｼ

中四国支社食料部長 中国支社食料部長 田野  篤司

(兼)中四国支社食料部食品課長 (兼)中国支社食料部食品課長

(兼)食品流通部リテール戦略室 (兼)食品流通部リテール戦略室

ｸﾎﾞ  ｲｻｵ

伊藤忠インターナショナル会社EVP 伊藤忠インターナショナル会社CAO 久保  勲

(兼)伊藤忠インターナショナル会社CAO (兼)北米経営企画部長

(兼)北米経営企画部長 (兼)伊藤忠カナダ会社社長

(兼)伊藤忠カナダ会社社長

ﾂﾈｷ  ﾀｶｼ

北米繊維部門長 ブランドマーケティング第一部長 恒枝  孝史

(兼)ＩＴＯＣＨＵ  ＰＲＯＭＩＮＥＮＴ　

ＵＳＡ　ＬＬＣ　CHAIRMAN & CEO

ｽｷﾞﾓﾄ  ｼｹﾞｼﾞ

北米機械部門長 秘書部長 杉本  繁慈

ﾀﾅｶ  ｼﾝｼﾞﾛｳ

北米住生活・情報部門長 北米生活資材･化学品部門長 田中  慎二郎

(兼)ＰＲＩＭＥＳＯＵＲＣＥ (兼)ＰＲＩＭＥＳＯＵＲＣＥ 

ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＰＲＯＤＵＣＴＳ

 CHAIRMAN，PRESIDENT & DIRECTOR  CHAIRMAN，PRESIDENT & DIRECTOR

(兼)ＩＴＯＣＨＵ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　 (兼)ＩＴＯＣＨＵ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　

ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＰＲＯＤＵＣＴＳ

CHAIRMAN & DIRECTOR CHAIRMAN & DIRECTOR

(兼)伊藤忠インターナショナル会社　 (兼)伊藤忠インターナショナル会社　

　　シカゴ事務所長 　　シカゴ事務所長
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（新） （旧）

ｵﾀﾞ  ﾌﾐﾉﾌﾞ

北米エネルギー・化学品部門長 ＩＰＣ(ＵＳＡ）,Ｉｎｃ 小田  文信

(兼)伊藤忠インターナショナル会社 CEO & DIRECTOR

　　ヒューストン事務所長

ｶﾄｳ  ﾅｵﾕｷ

北米金属部門長 ソーラー事業推進部長代行 加藤  直之

ﾅｶﾔﾏ  ﾏｻﾌﾐ

伊藤忠インターナショナル会社　 情報産業ビジネス部 中山  雅文

サンフランシスコ支店長 ＩＴソリューション第一課長

(兼)北米住生活・情報部門　

ｸﾗﾀﾆ  ﾋﾛﾕｷ

伊藤忠インターナショナル会社　 畜産部畜産第一課長 倉谷  洋之

ロスアンゼルス支店長

(兼)北米食料部門

ｱｷﾔﾏ  ｲｻﾑ

伊藤忠インターナショナル会社　 開発・調査部 秋山  勇

ワシントン事務所長 (兼)業務部

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾖｼﾋﾛ

伊藤忠カナダ会社バンクーバー支店長 伊藤忠ニュージーランド会社社長 谷口  義弘

(兼)北米住生活・情報部門

ｶｷﾇﾏ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

伊藤忠メキシコ会社社長 プラント・プロジェクト部 柿沼  純平

プラント・プロジェクト第一課長
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（新） （旧）

ﾌｼﾞｵｶ  ﾖｼﾕｷ

欧州総支配人補佐 経営企画担当 欧州総支配人補佐 経営企画担当 藤岡  敬之

(兼)欧州生活資材・金融グループ長 (兼)伊藤忠欧州会社

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾎｿﾔ  ﾋﾛｱｷ

欧州機械グループ長 欧州機械・情報グループ長 細谷  浩章

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠欧州会社

ﾀﾅｶ  ﾐﾁｵ

欧州金属グループ長 ソーラー事業推進部 田中  倫夫

(兼)伊藤忠欧州会社 ソーラー事業第一課長

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳｲﾁ

中近東総支配人代行 ドーハ事務所長 渡邉  昌一

(兼)ドーハ事務所長

(兼)クウェイト事務所長

ﾓﾘ  ｺｳｲﾁ

中近東総支配人付 クウェイト事務所長 森  浩一

(兼)デュバイ支店

(兼)トリポリ事務所長

ｲｾｷ  ﾋﾛｼ

アンマン事務所長 テルアビブ事務所長 井関  洋

(兼)テルアビブ事務所長

ﾂﾁﾊｼ  ｱｷﾗ

東アジア総代表補佐 経営管理担当 経理部税務室長 土橋  晃

(兼)中国経営管理グループ長

(兼)上海伊藤忠商事有限公司
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（新） （旧）

ｵｶﾀﾞ  ｱｷﾋｺ

東アジア総代表補佐(華東担当) 金属・エネルギー経営企画部長 岡田  明彦

(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理

(兼)中国金属グループ長

ｲﾏﾑﾗ  ﾀﾂｵ

中国機械グループ長 中国機械・情報グループ長 今村  龍男

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司 (兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

ﾊﾔｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

中国エネルギー・化学品グループ長 中国生活資材・化学品グループ長 林  英範

(兼)上海伊藤忠商事有限公司 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾏｷ  ﾏｻﾄｼ

中国生活資材・建設グループ長 中国建設・不動産グループ長 真木  正寿

(兼)上海伊藤忠商事有限公司 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾋｸﾞﾁ  ﾁﾊﾙ

中国金融・情報・保険・物流グループ長 中国金融・保険・物流グループ長 樋口  千春

(兼)伊藤忠香港会社 (兼)伊藤忠香港会社

(兼)ＩＴＯＣＨＵ　ＦＩＮＡＮＣＥ (兼)ＩＴＯＣＨＵ　ＦＩＮＡＮＣＥ

   （ＡＳＩＡ）ＬＴＤ.    （ＡＳＩＡ）ＬＴＤ.

　　MANAGING DIRECTOR 　　MANAGING DIRECTOR

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛﾔｽ

Ｖｅｈｉｃｌｅｓ Ｍｉｄｄｌｅ　 自動車第二部自動車第一課長代行 渡辺  裕康

Ｅａｓｔ ＦＺＣＯ 

MANAGING DIRECTOR
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（新） （旧）

ﾖﾂｲ  ﾄｼﾕｷ

ＩＴＯＣＨＵ Ｍｉｎｅｒａｌｓ 金属部門長代行 四居  利之

＆Ｅｎｅｒｇｙ ｏｆ Ａｕｓｔｒａｌｉａ(兼)非鉄・金属原料部長

Ｐｔｙ Ｌｔｄ

MANAGING DIRECTOR & CEO

以　上
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