
２０１４年３月１１日

伊藤忠商事株式会社

１．役員の役職異動 

（新） （旧）

（ 2014年4月1日付 ）

ｲｼｲ 　ｶｽﾞﾉﾘ

伊藤忠ファッションシステム株式会社 執行役員 石井　和則

代表取締役社長 ブランドマーケティング第二部門長

２．部店長以上の役職異動 

（新） （旧）

（ 2014年4月1日付 ）

ﾄﾓｻﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

ファッションアパレル第四部長 ファッションアパレル第四部長代行 友定  宏之

ﾀｶﾀ  ﾄｵﾙ

ブランドマーケティング第二部長 ファッションアパレル第三部 髙田  徹

ユニフォーム・アパレル課長

ﾀｹｳﾁ  ﾋﾃﾞﾄ

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三部長代行 武内  秀人

(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四課長

ｻﾄｳ  ﾋﾛｼ

プラント・船舶・航空機部門長代行 船舶海洋部長 佐藤  浩

ﾀﾍﾞ  ﾖｼﾋﾄ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 プラント・船舶・航空機部門 田部  義仁

企画統括課長

ｵｵｻｷ  ﾅｵﾔ

航空宇宙部長 ITOCHU AVIATION，INC. 大﨑  直哉

DIRECTOR & PRESIDENT

ｲﾏﾑﾗ  ﾀﾂｵ

船舶海洋部長 船舶海洋部長代行 今村  龍男

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾖｼｱｷ

電力プロジェクト部長 電力プロジェクト部長代行 永島  義明

(兼)電力プロジェクト部

電力プロジェクト第一課長

人事異動
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（新） （旧）

ｿﾃﾞ  ﾅｵﾔ

自動車・建機・産機部門長補佐 いすゞビジネス部長 外  直也

ｵｵｽｷﾞ  ﾏｻﾄ

自動車第一部長 自動車第二部長 大杉  雅人

ﾎｿﾔ  ﾋﾛｱｷ

自動車第二部長 自動車第一部長 細谷  浩章

ﾓﾘﾀ  ﾀｶﾉﾘ

いすゞビジネス第一部長 株式会社ヤナセ常務執行役員 森田  考則

ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾅﾘ

いすゞビジネス第二部長 自動車事業推進部長 山根  義也

ﾋﾛﾏﾂ  ﾄﾓﾕｷ

天然ガス事業開発部長 天然ガス事業開発部長代行 廣松  智之

ﾂﾂﾐ  ﾀｶﾕｷ

Ｅ＆Ｐ事業統括部長 Ｅ＆Ｐ事業推進部長 堤  孝行

ﾀﾅﾍﾞ  ｱｷｵ

ＣＩＥＣＯ　ＵＫ 田辺  明生

MANAGING DIRECTOR

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾂﾄﾑ

化学品部門長代行 化学品部門長補佐 宮﨑  勉

(兼)無機化学品部長 (兼)無機化学品部長

ﾀﾅｶ  ﾏｻﾔ

化学品部門長補佐 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 田中  正哉

(兼)化学品部門化学品 (兼)化学品部門化学品先端分野室長

プロジェクト推進室長

(兼)化学品部門化学品先端分野室長

ｵｵﾎﾘ  ﾋﾃﾞｵ

有機化学品第二部長 無機化学品部長代行 大堀  英生

(兼)無機化学品部無機工業薬品課長

ｵｵﾆｼ  ﾏｽﾀｶ

合成樹脂部長 合成樹脂部長代行 大西  益隆

(兼)合成樹脂部合成樹脂貿易課長

Ｅ＆Ｐ事業推進部長

(兼)ＣＩＥＣＯ　Ｅｎｅｒｇｙ

MANAGING DIRECTOR
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（新） （旧）

ﾊﾔｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

リーテイル・資材部長 中国エネルギー・化学品グループ長 林  英範

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ｶｲﾂﾞｶ  ﾋﾛﾕｷ

食糧部門長代行 株式会社日本アクセス 貝塚  寛雪

取締役常務執行役員

ｲﾉｳｴ  ﾀﾂｵ

食糧部門長補佐 伊藤忠シンガポール会社 井上  達夫

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹｲｿﾞｳ

砂糖・コーヒー・乳製品部長 砂糖・コーヒー・乳製品部長代行 渡邊  桂三

(兼)砂糖・コーヒー・乳製品部 (兼)砂糖・コーヒー・乳製品部

コーヒー課長 コーヒー課長

ﾀｹｳﾁ  ｼﾞﾕｲﾁ

生鮮食品部門長代行 生鮮食品部門長補佐 竹内  壽一

ﾀｲ  ｹﾝｲﾁ

畜産部長 伊藤忠マネジメント・タイ会社 鯛  健一

(兼)伊藤忠タイ会社

ﾆｶｲﾄﾞｳ  ﾂﾄﾑ

食品流通部門長補佐 食糧部門長補佐 二階堂  勉

ｻﾄｳ  ﾋﾃﾞﾅﾘ

食品流通部門長補佐 食品流通部長 佐藤  英成

(兼)食品流通部長

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾃﾂｼﾞ

食材ＤＣＭ推進部長 食材ＤＣＭ推進部長代行 小林  徹次

ﾋﾛｵｶ  ｼﾞﾕﾝｼﾞ

情報・保険・物流部門長補佐 住生活・情報経営企画部長代行 廣岡  純治

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄｼｷ

情報・保険・物流部門長補佐 物流・保険ビジネス部長代行 藤村  俊樹

ﾏｷ  ﾏｻﾄｼ

建設・金融部門長代行 中国住生活・情報グループ長 真木  正寿

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾀｹﾅﾘ  ﾖｼﾉﾘ

中部支社繊維部長 山東如意科技集団有限公司 竹成  吉永

副董事長兼副総裁
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（新） （旧）

ﾃﾗｲ  ﾋﾃﾞｼﾞ

中部支社機械部長 Magyar Suzuki Corporation 寺井  秀次

DIRECTOR

ﾌｼﾞｼﾛ  ﾋｻﾅﾘ

九州支社食料部長 九州支社食料部長代行 藤代  久也

(兼)九州支社食料部食品課長 (兼)九州支社食料部食品課長

(兼)九州支社食料部食糧課長

ﾀﾇﾏ  ﾋﾛｱｷ

中四国支社機械部長 伊藤忠システック株式会社 田沼  宏章

(兼)中四国支社機械部自動車課長 (騰新機械(上海)有限公司)董事(兼)総経理

ﾑﾗｶﾐ  ｲﾂﾍﾟｲ

東北支社食料部長 九州支社食料部長 村上  一平

(兼)九州支社食料部食糧課長

ﾂﾁﾔ  ｹﾝｼﾞ

伊藤忠ケーブルシステム株式会社 伊藤忠ケーブルシステム株式会社 土屋  健二

代表取締役社長 取締役

ﾅｶﾆｼ  ﾋﾃﾞｵ

北米繊維部門長 ファッションアパレル第二部門長 中西  英雄

(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC

CHAIRMAN,PRESIDENT & CEO

ﾀﾊﾞﾀ  ﾉﾌﾞﾕｷ

北米エネルギー・化学品部門長 北米エネルギー・化学品部門長代行 田畑  信幸

(兼)伊藤忠インターナショナル会社 (兼)ITOCHU CHEMICALS AMERICA INC.

ヒューストン事務所長 PRESIDENT

(兼)ITOCHU CHEMICALS AMERICA INC.

CHAIRMAN,PRESIDENT & CEO

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾀｹｼ

北米食料部門長 畜産部長 萩原  武

ｲｽﾞﾐ  ﾀｶﾕｷ

伊藤忠アルゼンチン会社社長 開発・調査部海外室 泉  隆之

ﾋﾗﾉ  ｲｸﾔ

欧州総支配人補佐 経営管理担当 食料カンパニーＣＦＯ補佐 平野  育哉

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)食料経理室長

ｲｸﾞﾁ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

欧州繊維グループ長 ファッションアパレル第四部長 井口  英則

(兼)伊藤忠欧州会社
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（新） （旧）

ﾅｶﾉ  ｶｽﾞﾋﾛ

欧州生活資材・金融グループ長 金融ビジネス部金融ビジネス第二課長 中野  和浩

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)ＧＣキャピタル㈱

ﾒｱﾗｼ  ﾖｳｲﾁ

伊藤忠イタリー会社社長 伊藤忠欧州会社 明嵐　陽一

ﾊﾔﾐ  ｷﾖﾋｺ

アルジェ事務所長 ITOCHU AUTO AFRICA (PTY) LTD. 速水  清彦

MANAGING DIRECTOR

ﾀﾃﾞﾇﾏ  ﾅｵｷ

サウジアラビア代表 プラント・プロジェクト部 蓼沼  直樹

リヤド事務所長

ﾖｼｻﾞﾜ  ｼﾕｳｲﾁ

ドーハ事務所長 伊藤忠エネクス株式会社 吉澤  秀一

ｵｸｲ  ﾀﾀﾞﾕｷ

クウェイト事務所長 中部支社繊維部長 奥井  忠之

ｵｶﾑﾗ  ﾏｺﾄ

アンマン事務所長 プラント・プロジェクト部 岡村  真

水・環境プロジェクト課長代行

ｵｵﾊｼ  ﾖｼｶｽﾞ

大洋州総支配人補佐 大橋  芳和

(兼)伊藤忠豪州会社

(兼)大洋州コンプライアンス責任者

ﾐｽﾞﾀﾆ  ﾋﾃﾞﾌﾐ

中国繊維グループ長 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 水谷  秀文

(兼)伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 総経理

董事長 (兼)中国繊維グループ

ﾐｽﾞｼﾏ  ﾋﾃﾞｷ

中国エネルギー・化学品グループ長 有機化学品第二部長 水島  英幾

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝﾔ

中国食料グループ長 中国食料グループ長代行 宮﨑  研弥

(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司 (兼)伊藤忠(中国)集団有限公司

ﾏﾁﾃﾞﾗ  ﾋﾛｼ

中国住生活・情報グループ長 建設・金融部門長補佐 待寺  弘志

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

金属経営企画部

(兼)人事・総務部
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（新） （旧）

ｵｶﾞﾀ  ﾀｶｼ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 建設・金融部門長補佐 緒方  隆志

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

兼)アセアン・南西アジア

コンプライアンス責任者

ﾅｶｻﾞﾜ  ｵｳｼﾞ

アセアン・南西アジア機械グループ長 自動車・建機・産機部門 中沢  欧二

(兼)伊藤忠タイ会社 ビジネスクリエーション室長

(兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社

ｵｵｶﾞｷ  ﾓﾄｵ

アセアン・南西アジア金属グループ長 伊藤忠タイ会社 大垣  本夫

(兼)伊藤忠タイ会社

ｼﾏ  ﾋﾃﾞﾋﾛ

アセアン・南西アジア リーテイル・資材部長 島  秀宏

エネルギー・化学品グループ長

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾐﾔﾓﾄ  ｼﾕｳｲﾁ

アセアン・南西アジア食料グループ長　 砂糖・コーヒー・乳製品部長 宮本  秀一

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｷﾖｽ  ﾀﾀﾞﾋﾛ

アセアン・南西アジア 伊藤忠シンガポール会社 清洲  忠洋

住生活・情報グループ長

(兼）伊藤忠シンガポール会社

ｽｽﾞｷ  ﾔｽﾕｷ

ヤンゴン事務所長 プラント・プロジェクト部長代行 鈴木  康之

ｵｶﾓﾄ  ﾀｹｼ

ダッカ事務所長 ファッションアパレル第二部 岡本  壮史

ファッションアパレル第二課長

ｸﾗﾏｴ  ﾋﾛｼ

ITOCHU AVIATION, INC. 航空宇宙部長 蔵前  浩

DIRECTOR & PRESIDENT

ｵｵﾋﾛ  ﾖｼﾉﾘ

ITOCHU Automobile America Inc. 自動車第二部長代行 大廣  義徳

PRESIDENT & CEO

以　上

経営企画担当
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