
2016年2月26日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （現） 　

（ 2016年4月1日付 ）

ﾐﾑﾗ ｺﾞｳ

ファッションアパレル第一部長 株式会社三景 取締役 三村 剛

ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝ

ファッションアパレル第四部長 ベトナム支配人代行 渡邉 健

(兼)ホーチミン事務所長

ﾀｹｲ  ｶﾂﾏ

ブランドマーケティング第二部長 ITOCHU Textile Prominent（Asia) 武井 克磨

Ltd．(DEPUTY MANAGING DIRECTOR)

ﾌｸｶﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ

ブランドマーケティング第三部長 コンバースフットウェア株式会社 福垣 学

代表取締役社長

ﾋﾗﾀ  ﾄﾓﾕｷ

プラント・プロジェクト部長 プラント・プロジェクト部長代行 平田 朋之

ﾔﾏﾈ  ﾖｼﾅﾘ

自動車部門長補佐 いすゞビジネス第二部長 山根 義也

ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ

いすゞビジネス第二部長 欧州機械グループ長 北川 正英

(兼)伊藤忠フランス会社社長

ﾐﾔﾀ  ﾔｽﾋﾛ

金属資源部門長補佐 金属・鉱物資源部門長補佐 宮田 泰裕

人事異動
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（新） （現） 　

ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾖｼ

石炭・原子燃料部長 石炭部長 長谷川 毅

ﾁﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ

エネルギー部門長代行 石油・ＬＰガス貿易部長 千村 裕史

ｵｵﾆｼ ｱﾂｼ

石油・ＬＰガス貿易部長 ITOCHU Petroleum Co.,(Singapore) Pte Ltd. 大西 淳士

(MANAGING DIRECTOR)

ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

石油・ガス開発部長 エネルギー部門長補佐 森 俊之

ﾀﾅｶ  ﾏｻﾔ

化学品部門長代行 エネルギー・化学品経営企画部長 田中 正哉

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

(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

ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ

食糧部門長代行 食糧部門長代行 高橋 成夫

(兼)飼料・穀物・油糧部長

ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ

砂糖・コーヒー・乳製品部長 砂糖・コーヒー・乳製品部長代行 吉田 敬

(兼)砂糖・コーヒー・乳製品部コーヒー課長

ｷﾀｴ  ﾃﾂﾔ

生鮮食品部門長補佐 農産部長 北栄 哲弥

ﾔｸﾞﾁ ﾀｹｼ

水産部長 水産部長代行 矢口 武

(兼)水産部水産第二課長

ｱﾐﾉ ﾏｺﾄ

農産部長 株式会社日本アクセス 網野 真
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（新） （現） 　

ﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

食品流通部門長代行 業務部長代行 中 宏之

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

食品流通部長 北米食料部門長 萩原 武

ｱﾍﾞ ｸﾆｱｷ

食品開発部長 株式会社ファミリーマート 執行役員 阿部 邦明

ｽｽﾞｷ ｹﾝ

生活資材第一部長 木材・建材部長 鈴木 憲

ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ

生活資材第二部長 紙パルプ部チップ課長 清水 貴

ﾔｼﾞﾏ ﾋｻｼ

生活資材第三部長 物資部長 矢島 久嗣

ﾀｶｻｶ ﾕｳｽｹ

建設第一部長 建設第一部長代行 高坂 勇介

(兼)住生活・情報経営企画部

ｻﾄｳ  ｺｳｷ

情報・通信部門長補佐 情報産業ビジネス部ＩＴビジネス第二課長 佐藤 浩毅

ｲﾉﾏﾀ ﾚｲｼﾞ

金融・保険部門長代行 保険ビジネス部長 猪俣 礼治

(兼)保険ビジネス部長

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ

金融・保険部門長補佐 ポケットカード株式会社 執行役員 今村 和義
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（新） （現） 　

ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

金融ビジネス部長 欧州生活資材・金融グループ長 中野 和浩

(兼)伊藤忠欧州会社

ｵﾉ   ﾖｼｶｽﾞ

中部支社繊維部長 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司(総経理) 小野 良和

(兼)中国繊維グループ

ﾌｼﾞﾀ ﾑﾈｷ

中部支社機械部長 伊藤忠マシンテクノス株式会社 藤田 宗樹

ｸﾗﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ

九州支社企画開発部長 株式会社ロイネ 取締役 藏本 直浩

ｵﾊﾞﾀ ｵｻﾑ

九州支社金属部長 九州支社金属・エネルギー部長 小畑 修

ｻｻｶﾜ ｼﾞﾖｳ

九州支社エネルギー・化学品部長 株式会社ジャパンガスエナジー 笹川 穣

(兼)九州支社エネルギー・化学品部 (兼)石油・ＬＰガス貿易部

九州エネルギー課長

(兼)九州支社エネルギー・化学品部

九州合成樹脂課長

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ

北海道支社企画開発部長 ヤンゴン事務所長代行 中島 康博

ｺﾊﾗ  ﾋﾃﾞｼ

東北支社食料部長 東北支社食料部長代行 小原 秀志

(兼)東北支社食料部食品課長 (兼)東北支社食料部食品課長

ｵｵﾀｶ ｺｳｲﾁﾛ

北米食料部門長 食料経営企画部長代行 大髙 耕一路

(兼)食料カンパニーＣＦＯ付
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（新） （現） 　

ｵｵｲｼ ﾀｶﾉﾘ

リマ事務所長 C.I.Ceramics(AUST.) PTY.LTD 大石 隆徳

(MANAGING DIRECTOR)

ｳﾐﾉ  ﾐﾂﾙ

欧州繊維グループ長 北陸支店テキスタイル課長 海野 充

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾎｼﾉ  ﾄｼｵ

欧州機械グループ長 自動車第一部長代行 星野 利男

(兼)伊藤忠欧州会社

ｲｹﾊﾞ ﾀﾛｳ

欧州生活資材・金融グループ長 住生活・情報経営企画部 池羽 太郎

(兼)伊藤忠欧州会社

ｼｵｶﾜ ﾋﾛｱｷ

伊藤忠イタリー会社社長 ブランドマーケティング第一部 塩川 弘晃

(兼)欧州繊維グループ ブランドマーケティング第十一課長

ﾋﾗｶﾞ ﾀｸﾐ

ドーハ事務所長 ドーハ事務所長 平賀 匠

(兼)クウェイト事務所長

ﾄﾓｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

中国繊維グループ長 ファッションアパレル第四部長 友定 宏之

(兼)伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司

(董事長)

ｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ

中国金属グループ長 中国金属グループ長代行 清水 英司

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司 (兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

ﾏﾂｲ ﾏﾅﾌﾞ

中国食料グループ長 農産部農産加工課長 松井 学

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

ﾐﾔｹ ｻﾄｼ

中国住生活・情報グループ長 中国住生活・情報グループ長代行 三宅 哲

(兼)上海伊藤忠商事有限公司 (兼)上海伊藤忠商事有限公司
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（新） （現） 　

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

アジア・大洋州総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 川口 浩一

(インドネシア担当) (インドネシア担当)

(兼)インドネシア支配人 (兼)インドネシア支配人

(兼)伊藤忠インドネシア会社社長 (兼)伊藤忠インドネシア会社社長

(兼)伊藤忠インドネシア会社スラバヤ支店長 (兼)伊藤忠インドネシア会社スラバヤ支店長

ﾌｾ   ﾄｼﾋｻ

アジア・大洋州総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 普世 粛久

(南西アジア担当) (南西アジア担当)

(兼)南西アジア支配人 (兼)南西アジア支配人

(兼)伊藤忠インド会社社長 (兼)伊藤忠インド会社社長

(兼)ニューデリー事務所長 (兼)ニューデリー事務所長

(兼)カルカッタ事務所長 (兼)カルカッタ事務所長

(兼)マドラス事務所長 (兼)マドラス事務所長

ｵｶﾞﾀ ﾀｶｼ

アジア・大洋州総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 緒方 隆志

経営企画担当 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

(兼)アジア・大洋州 (兼)アセアン・南西アジア

コンプライアンス責任者 コンプライアンス責任者

ｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ

アジア・大洋州総支配人補佐 アセアン・南西アジア総支配人補佐 泉 竜也

経営管理担当 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

ﾜﾀﾞ ﾏｻｱｷ

アジア・大洋州繊維グループ長 繊維資材・ライフスタイル部 和田 賢明

(兼)伊藤忠タイ会社 繊維資材・ライフスタイル第二課長

ﾅｶｻﾞﾜ ｵｳｼﾞ

アジア・大洋州機械グループ長 アセアン・南西アジア機械グループ長 中沢 欧二

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社 (兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社

ﾓﾁﾀﾞ ｻﾄｼ

アジア・大洋州金属グループ長 アセアン・南西アジア金属グループ長 持田 哲

(兼)伊藤忠シンガポール会社 (兼)伊藤忠シンガポール会社
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（新） （現） 　

ｼﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ

アジア・大洋州エネルギー・ アセアン・南西アジア 島 秀宏

化学品グループ長 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 (兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾐﾔﾓﾄ ｼﾕｳｲﾁ

アジア・大洋州食料グループ長 アセアン・南西アジア食料グループ長 宮本 秀一

(兼)伊藤忠シンガポール会社 (兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾀﾏﾆﾕｳ ﾊｼﾞﾒ

アジア・大洋州住生活・情報グループ長 伊藤忠シンガポール会社 玉生 肇

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｵｵﾊﾞ ｹｲｽｹ

マニラ支店長 農産部長代行 大場 恵介

(兼)農産部農産課長

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ

アシガバット事務所長 伊藤忠プランテック株式会社 今泉 徹

ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓﾐ

伊藤忠モードパル株式会社 ファッションアパレル第一部門長代行 辻野 智己

代表取締役社長 (兼)ファッションアパレル第一部長

ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ

コンバースフットウェア株式会社 コロネット株式会社 執行役員 北島 義典

代表取締役社長

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾕｳｲﾁ

青山エナジーサービス株式会社 エネルギー部門 吉澤 秀一

代表取締役社長

(兼)エネルギー部門

ﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ

伊藤忠石油開発株式会社 代表取締役社長 石油・ガス開発部長 田辺 明生
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（新） （現） 　

ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 松田 泰秀

代表取締役社長 取締役

ｻｴｷ  ﾔｽﾏｻ

伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司(総経理) ファッションアパレル第二部 佐伯 泰昌

(兼)中国繊維グループ ファッションアパレル第一課長

ﾋﾛﾏﾂ ﾄﾓﾕｷ

ITOCHU Petroleum Co.,(Singapore) Pte.Ltd. エネルギー・化学品経営企画部長代行 廣松 智之

(MANAGING DIRECTOR)

ｶﾅｲ ｹﾝｽｹ

日美健薬品（中国）有限公司 日美健薬品（中国）有限公司 金井 健典

(董事長(兼)総経理)

ｼﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ

RubberNet (Asia) Pte Ltd. THAITECH RUBBER CORPORATION LTD. 七田 哲也

(MANAGING DIRECTOR) (DEPUTY MANAGING DIRECTOR)

（ 2016年5月1日付 ）

ﾐﾔﾀ  ﾏｻﾉﾘ

中部支社管理部長 伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社 宮田 正紀

(兼)中部支社管理部財務・経理室長 (兼)財務部大阪財務部長

(兼)中部支社コンプライアンス責任者 (兼)経理部

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ

中南米総支配人補佐 経営管理担当 統合リスクマネジメント部長代行 大林 政昭

(兼)伊藤忠ブラジル会社 (兼)統合リスクマネジメント部企画統轄室長

ｲﾏｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

欧州総支配人補佐 経営管理担当 財務部市場運用室長 今沢 恭弘

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠企業年金基金
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（新） （現） 　

ﾆﾂﾀ  ｺｳｲﾁ

東アジア総代表補佐 経営管理担当 繊維カンパニーＣＦＯ補佐 新田 耕市

(兼)中国経営管理グループ長 (兼)繊維経理室長

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾀｶ

アジア・大洋州総支配人補佐 中国経営管理グループ長代行 堀内 文隆

経営管理担当 (兼)伊藤忠香港会社副社長

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｻﾄｳ  ｶｽﾞﾖｼ

伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社 伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社 佐藤 一嘉

(兼)財務部大阪財務部長 (兼)財務部

(兼)経理部

2．部店長以上の入社

（ 2016年4月1日付 ）

ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ

伊藤忠コートジボワール会社社長 野澤 俊明

以　上
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