
２０１３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）

（ 2013年4月1日付 ）

ﾂｼﾞﾉ  ﾄﾓﾐ

ファッションアパレル第一部長 株式会社ユニコ 辻野  智己

代表取締役社長

ｺﾏﾀﾆ  ﾀｶｱｷ

ファッションアパレル第二部長 マガシーク株式会社 駒谷  隆明

取締役

ﾓｳﾘ  ﾏｻﾄ

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一部長 毛利  真人

ｲｸﾞﾁ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

ファッションアパレル第四部長 テキスタイル・製品部長 井口  英則

ﾅｶﾌﾞﾝ  ｺｳｲﾁ

ブランドマーケティング第一部門長代行 ファッションアパレル部門長代行 中分  孝一

(兼)ブランドマーケティング第二部長 (兼)ファッションアパレル第二部長

ｷﾑﾗ  ﾄｵﾙ

航空システム部長 航空システム部長代行 木村  亨

(兼)航空システム部 (兼)航空システム部

　　エアラインビジネス課長 　　エアラインビジネス課長

ｶﾜｼﾏ  ﾋﾛｱｷ

自動車・建機・産機部門長代行 自動車事業推進部長 川嶌  宏昭

人事異動
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（新） （旧）

ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾖｼ

自動車・建機・産機部門長補佐 中南米総支配人補佐 鈴木  和佳

(兼)伊藤忠中南米会社社長

ﾅﾘｻﾜ  ﾉﾌﾞﾋｺ

自動車第一部長 中・東欧代表 成沢  信彦

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

(兼)プラハ事務所長

ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾅﾘ

自動車事業推進部長 自動車事業推進部長代行 山根  義也

ｻﾀｹ  ﾋﾃﾞｵ

建設機械部長 Pt.Hexindo Adiperkasa Tbk. 佐竹  秀夫

DIRECTOR

ｲﾏｲ  ｼｹﾞﾄｼ

金属・鉱物資源部門長代行 鉄鉱石・製鉄資源部長 今井  重利

(兼)鉄鉱石・製鉄資源部長

ｾﾄ  ｹﾝｼﾞ

石炭部長 石炭部長代行 瀬戸  憲治

(兼)石炭部一般炭第二課長

ﾅｶｿﾞﾉ  ｱｷﾋｺ

原子力・ソーラー部長 原子力・低炭素燃料部長 中園  明彦

ﾔｽﾀﾞ  ﾀｶｼ

エネルギー第一部門長代行 エネルギー貿易部長 安田  貴志

(兼)天然ガス事業開発部長

ｼﾞｮｳｹｲ  ﾅｵﾋﾛ

エネルギー第一部門長補佐 九州支社長 常慶  直宏

(兼)九州支社化学品部長

(兼)九州支社化学品部

　　九州合成樹脂課長
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（新） （旧）

ﾁﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ

石油・ＬＰガス貿易部長 ＬＰガス・事業プロジェクト部長 千村  裕史

ｵｵｸﾎﾞ  ﾋｻﾄ

エネルギー第二部門長代行 エネルギー・化学品経営企画部長 大久保  尚登

(兼)Ｅ＆Ｐ事業統括部長

ｶﾐﾉ  ｽﾐﾋﾛ

エネルギー第二部門長補佐 伊藤忠石油開発株式会社 神野  純弘

取締役副社長執行役員

ﾂﾂﾐ  ﾀｶﾕｷ

Ｅ＆Ｐ事業推進部長 マスカット事務所長 堤  孝行

ｲｼﾊﾞｼ  ﾀﾀﾞｼ

有機化学品第一部長 有機化学品第一部長代行 石橋  忠

(兼)有機化学品第一部 (兼)有機化学品第一部

　　医薬関連ビジネスチーム長 　　医薬関連ビジネスチーム長

ｶﾈｺ  ﾊｼﾞﾒ

食糧部門長代行 北米食料部門長 金子  統

ｶﾀｸﾗ  ﾕﾀｶ

飼料・穀物・油糧部長 飲料原料部長 片倉  裕

ｵｵｴ  ｼｭｳｼﾞ

油脂・穀物製品部長 伊藤忠豪州会社 大恵  修司

ﾐﾔﾓﾄ  ｼｭｳｲﾁ

砂糖・コーヒー・乳製品部長 砂糖・乳製品部長 宮本  秀一

ﾀｶｶﾞｷ  ﾊﾙｵ

生鮮食品部門長代行 業務部長代行 髙垣  晴雄

ﾀｹｳﾁ  ｼﾞｭｲﾁ

生鮮食品部門長補佐 伊藤忠飼料株式会社 竹内  壽一

執行役員
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（新） （旧）

ｷﾀｴ  ﾃﾂﾔ

農産部長 農産部長代行 北栄  哲弥

ｸﾗﾀ  ｲﾁﾛｳ

食材ＤＣＭ推進部長 食材流通部長 藏田  一郎

ｻﾜﾉｲ  ﾏｺﾄ

食品開発部長 監査部監査第二室長代行 沢野井  誠

ﾔﾏｻﾞｷ  ｺｳｲﾁ

ＣＶＳ事業推進部長 広報部長代行 山崎  康一

(兼)広報部報道室長

ﾀｼﾛ  ﾊｼﾞﾒ

中部支社企画開発部長 伊藤忠石油開発株式会社 田代  肇

執行役員

ｻｶﾓﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ

中部支社食料部長 名古屋支社ＵＩプロジェクト推進室長 坂本  秀明

(兼)中部支社ＵＩプロジェクト推進室長

(兼)中部支社食料部食糧課長

ｺｳﾑﾗ  ｹﾝｼﾞ

中四国支社食料部長 Shanghai Zhongxin Marketing 幸村  憲治

(兼)中四国支社食料部食品課長 Development Co.,Ltd.

董事長

ﾅﾘﾋﾗ  ｹﾝｼﾞ

北海道支社企画開発部長 エネルギー部門 成平  賢司

エネルギー企画統轄課長代行

(兼)エネルギー・化学品Ｍ＆Ｒ室

ﾊﾔｼ  ｼﾛｳ

伊藤忠インターナショナル会社CAO 繊維経営企画部長 林  史郎

(兼)北米経営企画部長

(兼)伊藤忠カナダ会社社長
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（新） （旧）

ﾖｼｶﾜ  ﾅｵﾋｺ

北米機械部門長 北米機械部門長代行 吉川  直彦

ﾋﾛﾅｶ  ﾉﾌﾞｱｷ

北米食料部門長 北米食料部門長代行 弘中  信明

ｶﾜﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ

中南米総支配人補佐 自動車第一部長 河村  忠

(兼)伊藤忠中南米会社社長

ﾌｸﾀﾞ  ﾔｽｵ

伊藤忠ベネズエラ会社社長 いすゞ自動車販売株式会社 福田  康夫

取締役

ﾐｳﾗ  ｼｮｳｼﾞ

欧州総支配人補佐 経営企画担当 欧州繊維グループ長 三浦  省司

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠イタリー会社社長

ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾍｲ

欧州繊維グループ長 コロネット株式会社 山本  修平

(兼)伊藤忠イタリー会社社長 専務取締役

ｵｸｶﾞﾜ  ﾖｳｽｹ

欧州食料グループ長 ＣＶＳ事業推進部長 奥川  洋介

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾌｼﾞﾀ  ﾋﾛｶｽﾞ

中・東欧代表 建設機械部長 藤田  洋一

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

(兼)プラハ事務所長

ﾌｸﾜ  ｸﾆﾀ

伊藤忠中近東会社社長 繊維原料・テキスタイル部長 福和  國太
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（新） （旧）

ﾅｶﾞｲ  ﾀﾀﾞﾖｼ

伊藤忠イラン会社社長 中国エネルギー・化学品グループ 永井  唯喜

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

ﾂﾉ  ﾏｻﾋﾛ

マスカット事務所長 エネルギー・化学品経営企画部 津野  正裕

ｵｵｳﾁ  ﾔｽｵ

カイロ事務所長 いすゞビジネス部いすゞ第三課長 大内  康生

(兼)トリポリ事務所長

ｱｵﾔﾏ  ｼﾝｲﾁﾛｳ

テルアビブ事務所長 建設機械部建設機械第一課長代行 青山  慎一郎

ﾏｷ  ﾏｻﾄｼ

中国住生活・情報グループ長 中国生活資材・建設グループ長 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

ｺｳﾉ  ｶｽﾞﾕｷ

マニラ支店長 伊藤忠紙パルプ株式会社 河野  一之

(兼)I-FTZ TRADE PHILIPPINES INC．

    社長

ｲﾑﾀ  ｶﾂﾉﾘ

伊藤忠マレーシア会社社長 化学品営業サポート部長 伊牟田  克典

(兼)クアラルンプール支店長 (兼)化学品営業サポート部

　　有機・無機営業サポートチーム長

(兼)化学品営業サポート部

　　合樹・リーテイル営業サポートチーム長

ﾆｼｶﾜ  ﾀｹﾋｺ

プノンペン事務所長 繊維原料・テキスタイル部 西川  健彦

繊維原料課長代行
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（新） （旧）

ﾅｶ  ﾋﾛｶｽﾞ

コロンボ事務所長 プラント・船舶・航空機部門 中  博一

企画統括課

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶﾝｼﾞ

ＣＩＳ代表補佐(中央アジア担当) バンドー化学株式会社 山口  寛士

(兼)アルマトィ事務所長

(兼)タシケント事務所長

ｱｷﾊﾞ  ﾋﾛｼ

ITOCHU Coal Americas Inc. 石炭部長 秋葉  浩

PRESIDENT & CEO

ｱﾗｾ  ｼｭｳｲﾁ

JD Rockies Resources Limited JD Rockies Resources Limited 荒瀬  秀一

PRESIDENT (兼)Samson Investment Company

　　VICE PRESIDENT & DIRECTOR

以　上
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