
２０１５年３月３日

伊藤忠商事株式会社

１. 社外監査役の新任候補 １名 （６月定時株主総会日付）　(履歴書添付)

（現）

ｳﾘｭｳ　　ｹﾝﾀﾛｳ

瓜生　　健太郎 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 代表弁護士 マネージングパートナー

U&I アドバイザリーサービス株式会社 代表取締役

２. 社外監査役の退任 １名 （６月定時株主総会日付）

ｼﾓｼﾞｮｳ　ﾏｻﾋﾛ

下條　正浩

３. 執行役員の役割異動 １名 （４月１日付）

（新） （旧）

ﾀｶｽｷﾞ　ﾀｹｼ

執行役員 食糧部門長  髙杉　豪

食料カンパニー プレジデント補佐 （兼）CP戦略室長代行

(兼)食糧部門長

(兼)CP・CITIC戦略室長代行

４．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2015年1月22日付 ）

ﾏﾂﾓﾄ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 松本  茂伸

(インドシナ担当) (インドシナ担当)

(兼)インドシナ支配人 (兼)インドシナ支配人

(兼)伊藤忠タイ会社社長 (兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長 (兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長

（ 2015年3月1日付 ）

ﾏﾂﾓﾄ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

アセアン・南西アジア総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 松本  茂伸

(インドシナ担当) (インドシナ担当)

(兼)インドシナ支配人 (兼)インドシナ支配人

(兼)伊藤忠タイ会社社長 (兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長 (兼)伊藤忠マネジメント・タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長

人事異動
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（ 2015年4月1日付 ）

ﾊｼﾓﾄ  ﾉﾘﾔ

繊維資材・ライフスタイル部長 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司 橋本  徳也

ｱｻﾀﾞ  ﾔｽﾋｺ

プラント・船舶・航空機部門長代行 プラント・プロジェクト部長 浅田  裕彦

(兼)プラント・プロジェクト部長

ﾎｿﾔ  ﾋﾛｱｷ

自動車部門長代行 自動車第二部長 細谷  浩章

(兼)自動車第二部長

ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾖｼ

自動車部門長補佐 自動車・建機・産機部門 鈴木  和佳

ｶﾀﾉ  ﾄﾐｵ

自動車第一部長 自動車第一部長代行 片野  富夫

ﾌｼﾞｲ  ｷﾖｼ

建機・産機部門長代行 産機・電子システム部長 藤井  清嗣

ｻﾀｹ  ﾋﾃﾞｵ

建機・産機部門長補佐 建設機械部長 佐竹  秀夫

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾖｼﾋﾛ

建設機械部長 ライフケア事業推進部長代行 西澤  善弘

ｶﾄｳ  ｺｳｲﾁ

産業機械・医療ビジネス部長 ライフケア事業推進部長 加藤  浩一

ｲﾉﾏﾀ  ｼﾞﾕﾝ

鉄鉱石・製鉄資源部長 伊藤忠豪州会社　パース事務所長 猪股  淳

(兼)ITOCHU MINERALS & ENERGY OF 

    AUSTRALIA PTY LTD.(DIRECTOR)

ﾉﾅｶ  ｴｲｼﾞ

非鉄・金属原料部長 非鉄・金属原料部軽金属原料課長 野中  英二

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾂﾖｼ

石炭部長 伊藤忠豪州会社　ブリスベン事務所長 長谷川  毅

(兼)ITOCHU MINERALS & ENERGY OF 

    AUSTRALIA PTY LTD.(DIRECTOR)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾋｻﾄ

エネルギー部門長代行 エネルギー第二部門長 大久保  尚登

ｼﾞﾖｳｹｲ  ﾅｵﾋﾛ

エネルギー部門長補佐 エネルギー第一部門長補佐 常慶  直宏
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ﾏｴﾀﾞ  ﾊﾙｵ

天然ガス事業開発部長 エネルギー第二部門 前田  晴夫

エネルギー企画統轄課長

ｽﾀﾞ  ﾘﾖｳﾍｲ

化学品部門長代行 エネルギー・化学品経営企画部長 須田  亮平

(兼)エネルギー・化学品カンパニー

   コンプライアンス責任者

ｲｼﾊﾞｼ  ﾀﾀﾞｼ

基礎原料化学品部長 有機化学品第一部長 石橋  忠

(兼)有機化学品第一部

    医薬関連ビジネスチーム長

ｵｵﾎﾘ  ﾋﾃﾞｵ

工業原料化学品部長 有機化学品第二部長 大堀  英生

ﾊﾔｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

合成樹脂部長 リーテイル・資材部長 林  英範

ﾔﾏﾓﾄ  ｹﾝｼﾞ

リーテイル・資材部長 中国エネルギー・化学品グループ 山本  顕治

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾀｶﾊｼ  ｼｹﾞｵ

食糧部門長代行 伊藤忠飼料株式会社 高橋  成夫

代表取締役副社長執行役員

ﾆｼﾀﾞ  ｹﾝｲﾁ

生鮮食品部門長補佐 Dole Asia Holdings Pte. Ltd. 西田  健一

ｵｸｶﾞﾜ  ﾖｳｽｹ

生鮮食品部門長補佐 欧州食料グループ長 奥川  洋介

(兼)伊藤忠欧州会社

ｵｵﾀﾆ  ﾄｼｶｽﾞ

水産部長 P.T. ANEKA TUNA INDONESIA 大谷  俊一

(PRESIDENT)

ｻﾄｳ  ﾋﾃﾞﾅﾘ

食品流通部門長代行 食品流通部門長補佐 佐藤  英成

(兼)食品流通部長 (兼)食品流通部長

ｽｽﾞｷ  ｹﾝ

木材・建材部長 木材・建材部 鈴木  憲

(兼)株式会社ハーツマルハラ(代表清算人)
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ｼﾝｸﾞｳ  ﾀﾂｼ

情報・通信部門長代行 情報・保険・物流部門長代行 新宮  達史

(兼)住生活・情報経営企画部 (兼)通信・モバイルビジネス部長

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｲﾄｳ  ﾖｼﾋｺ

情報産業ビジネス部長 情報産業ビジネス部長代行 伊藤  嘉彦

(兼)情報産業ビジネス部

   ＩＴビジネス第一課長

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾋﾛｼ

通信・モバイルビジネス部長 通信・モバイルビジネス部長代行 梶原  浩

(兼)通信・モバイルビジネス部

    通信・モバイルビジネス第一課長

ﾏｷ  ﾏｻﾄｼ

建設・物流部門長代行 建設・金融部門長代行 真木  正寿

(兼)建設第三部長

ｾｷｸﾞﾁ  ｱﾂｼ

建設第二部長 建設第一部長代行 関口  淳

(兼)住生活・情報経営企画部

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄｼｷ

物流ビジネス部長 情報・保険・物流部門長補佐 藤村  俊樹

(兼)住生活・情報経営企画部

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀﾀﾞﾖｼ

金融ビジネス部長 ＴＣＩファイナンス㈱常務取締役 山口  忠宜

ｲﾉﾏﾀ  ﾚｲｼﾞ

保険ビジネス部長 物流・保険ビジネス部長代行 猪俣  礼治

(兼)住生活・情報経営企画部

ﾃﾂﾞｶ  ｹﾝ

中部支社企画開発部長 伊藤忠インドネシア会社 手塚  健

(兼)中部支社金属・エネルギー部長

ｵｵﾉ  ｹﾝｲﾁ

北陸支店長 広州伊藤忠商事有限公司総経理 大野  健一

(兼)北陸支店物流情報室長

(兼)北陸支店食品課長

(兼)北陸支店コンプライアンス責任者

ｲｼｶﾜ  ｼﾝｲﾁ

北海道支社食料部長 伊藤忠インドネシア会社副社長 石川  伸一

(兼)北海道支社食料部食糧課長

(兼)北海道支社食料部食品課長

(兼)北海道支社企画開発部
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ｻｸﾗﾀﾞ  ｺｳｾｲ

東北支社企画開発部長 伊藤忠豪州会社　メルボルン支店長 櫻田  幸聖

(兼)東北支社金属・エネルギー部長

ﾅﾘｻﾜ  ﾉﾌﾞﾋｺ

トーヨーエイテック株式会社 自動車・建機・産機部門 成沢  信彦

代表取締役社長

ﾅｶﾉ  ｼﾝｿﾞｳ

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 情報産業ビジネス部長 中野  慎三

代表取締役社長

ｵｵｶﾞｷ  ﾓﾄｵ

北米金属部門長 アセアン・南西アジア金属グループ長 大垣  本夫

(兼)伊藤忠タイ会社

ｶﾜﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ

中南米総支配人補佐 中南米総支配人補佐 河村  忠

(兼)伊藤忠中南米会社社長 (兼)伊藤忠中南米会社社長

(兼)伊藤忠ベネズエラ会社社長

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕﾀｶ

伊藤忠コロンビア会社社長 東北支社企画開発部長 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

   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

ﾌｸｼﾏ  ﾖｼﾋﾛ

欧州総支配人補佐 経営企画担当 コンバースジャパン株式会社 福嶋  義弘

(兼)伊藤忠欧州会社 代表取締役社長

(兼)欧州コンプライアンス責任者

ﾑﾗﾏﾂ  ｼﾞﾕﾝ

欧州化学品グループ長 ITOCHU PLASTICS PTE. LTD. 村松  淳

(兼)伊藤忠ドイツ会社社長 (MANAGING DIRECTOR)

ｸﾗﾀ  ｲﾁﾛｳ

欧州食料グループ長 Harro Foods Limited 藏田  一郎

(兼)伊藤忠欧州会社 (MANAGING DIRECTOR)

ｼﾞﾘ　ﾌﾞﾛｼｭ

プラハ事務所長 プラハ事務所長代行 Jiri Broz

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾃﾂｼﾞ

ブカレスト事務所長 北海道支社機械課長 吉澤  徹治

(兼)北海道支社企画開発部
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ｶﾄｳ  ﾃﾂﾔ

ナイロビ事務所長 自動車第一部自動車第一課長 加藤  徹也

ｶﾂｷ  ﾄｼﾔ

東アジア総代表補佐 経営企画担当 ITOCHU Textile Prominent (Asia)Ltd. 香月  俊哉

(兼)中国経営企画グループ長 (DIRECTOR)

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司副総経理

(兼)東アジアコンプライアンス責任者

ｿﾄｸﾞﾁ  ｴｲｲﾁ

広州伊藤忠商事有限公司総経理 杉杉集団有限公司副総経理 外口  栄一

ﾓﾁﾀﾞ  ｻﾄｼ

アセアン・南西アジア金属グループ長 非鉄・金属原料部長代行 持田  哲

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾁﾖｳﾅﾝ  ﾖｳｲﾁ

伊藤忠マレーシア会社社長 伊藤忠タイ会社 長南  陽一

(兼)クアラルンプール支店長

ﾂﾂｲ  ﾋﾛｼ

アルマトィ事務所長 自動車第一部自動車第三課長代行 筒井  博司

(兼)タシケント事務所長

ｵｶﾀﾞ  ﾖｼﾋｻ

バクー事務所長 天然ガス事業開発部ＬＮＧ物流開発課 岡田  貴寿

(兼)アシガバット事務所長 (兼)極東ロシアガス事業調査株式会社

(兼)ITOCHU Oil Exploration(AZERBAIJAN)INC.

(DIRECTOR)

ｱｻﾀﾞ  ｼﾞﾝ

ITOCHU Fibre Limited(CEO) 紙パルプ部海外パルプ課長 浅田  仁

ｵｵﾆｼ  ﾏｽﾀｶ

ITOCHU PLASTICS PTE. LTD. 合成樹脂部長 大西  益隆

(MANAGING DIRECTOR)

以　上
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履   歴   書 

 

うりゅう けんたろう 

瓜 生 健 太 郎 

１９６５年１月２日生 

 

学       歴 

１９８８年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

１９９２年１０月 司法試験合格 

１９９３年 ４月 司法修習生 

１９９５年 ４月 弁護士登録（東京弁護士会）・司法修習47期 

 

職       歴 

１９９５年 ４月 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）入所 

１９９６年 １月 松尾綜合法律事務所入所 

１９９９年 ２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社 

（現シティグループ証券株式会社）入社 

２０００年 ４月 国際協力事業団 長期専門家（日弁連からベトナム司法省等派遣） 

２００２年 ８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所設立（現任） 

２００８年 ８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社設立 代表取締役（現任） 

 

以 上 

 
 


