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2018年2月23日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2018年4月1日付 ）

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝ

ファッションアパレル部門長代行 ファッションアパレル第四部長 渡邉  健

(兼)ファッションアパレル第二部長

ﾌｸｶﾞｷ  ﾏﾅﾌﾞ

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 福垣  学

ｲｼﾀﾞ  ﾄｼﾔ

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 石田  俊哉

(兼)ブランドマーケティング第三部 (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六課長    ブランドマーケティング第十二課長

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾖｼｱｷ

プラント・船舶・航空機部門長代行 電力プロジェクト部長 永島  義明

(兼)電力プロジェクト部長

ｵｵｻｷ  ﾅｵﾔ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 航空宇宙部長 大﨑  直哉

ﾌｼﾞｶﾜ  ﾋﾛｼ

航空宇宙部長 航空宇宙部長代行 藤川  寛

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾖｼﾋﾛ

自動車・建機・産機部門長補佐 建設機械部長 西澤  善弘

ｱﾗﾀﾆ  ﾕｷﾊﾙ

自動車第一部長 自動車第一部長代行 荒谷  行玄

(兼)自動車第一部自動車第二課長

ﾊﾔｼ  ﾃﾙｵﾐ

いすゞビジネス第一部長 いすゞビジネス第一部長代行 林  輝臣

人事異動
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（新） （旧） 　

ｵｵﾉ  ｵｻﾑ

建機・産機部長 建機・産機部門企画統括課長 大野  治

ﾄﾞｲ  ﾕｳｲﾁﾛｳ

金属資源部門長補佐 天津物産天伊国際貿易有限公司 土井  裕一朗

ﾀﾅｶ  ﾐﾂｱｷ

非鉄・金属原料部長 伊藤忠タイ会社 田中  光昭

ｽﾀﾞ  ﾘﾖｳﾍｲ

エネルギー部門長代行 中近東総支配人 須田  亮平

(兼)伊藤忠中近東会社社長

ﾓﾘ  ﾄｼﾕｷ

エネルギー部門長補佐 石油・ガス開発部長 森  俊之

(兼)エネルギー部門エネルギー戦略室長

ﾋﾗｶﾞ  ﾀｸﾐ

石油・ＬＰガス貿易部長 エネルギー部門 平賀  匠

ﾔﾏﾀﾞ  ﾃﾂﾔ

石油・ガス開発部長 石油・ガス開発部長代行 山田  哲也

ｸﾆﾄﾐ  ﾔｽｼ

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 國富  泰

ｲｼﾂﾞｶ  ｼﾝﾔ

基礎原料化学品部長 アフリカ総支配人代行 石塚  新弥

(兼)ヨハネスブルグ支店

(兼)伊藤忠ナイジェリア会社社長

ﾀﾊﾞﾀ  ﾉﾌﾞﾕｷ

合成樹脂部長 北米 田畑  信幸

(兼)合成樹脂部合成樹脂貿易第一課長 エネルギー・化学品部門長

(兼)北米　ヒューストン事務所長

(兼)ＩＣＡＩ(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)
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（新） （旧） 　

ｱﾏﾉ  ﾄｼﾔ

油脂・穀物製品部長 油脂・穀物製品部長代行 天野  敏也

ｽｴﾀ  ﾏｻﾐ

生鮮食品部門長代行 生鮮食品部門長代行 末田  雅己

(兼)水産部長

ｳﾗｼﾏ  ﾉﾌﾞﾔ

食品流通部門長代行 生活資材部門長 浦島  宣哉

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾀｹｼ

食品流通部門長補佐 食品流通部長 萩原  武

(兼)食品流通部長

ｵｸｶﾞﾜ  ﾖｳｽｹ

食品流通部門長補佐 中南米総支配人補佐 経営企画担当 奥川  洋介

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ｸﾗｼｹﾞ  ｲﾁﾛｳ

生活資材部門長代行 アジア・大洋州総支配人補佐 倉重  猪知郎

(ベトナム担当)

(兼)ベトナム支配人

(兼)伊藤忠ベトナム会社社長

(兼)伊藤忠ベトナム会社　ハノイ支店長

ｲﾉｳｴ  ﾉﾘﾔｽ

生活資材部門長補佐 生活資材第一部長 井上  功康

ｷﾖｽ  ﾀﾀﾞﾋﾛ

生活資材第一部長 生活資材第三部長 清洲  忠洋

ﾐﾔｹ  ｻﾄｼ

生活資材第二部長 中国住生活グループ長 三宅  哲

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾀｶﾊｼ  ﾔｽﾋﾛ

生活資材第三部長 ＡＢＰ(PRESIDENT DIRECTOR) 高橋  康弘
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（新） （旧） 　

ｱﾗｷ  ﾐﾉﾙ

建設・物流部門長代行 住生活経営企画部長 荒木  稔

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｽｽﾞｷ  ﾉﾌﾞﾕｷ

物流ビジネス部長 建設・物流部門企画統轄課長 鈴木  伸幸

(兼)住生活経営企画部

ﾄｸﾀｹ  ｲﾁﾛｳ

情報・通信部門長補佐 情報・金融経営企画部長代行 徳竹  一郎

ﾀﾍﾞ  ﾖｼﾋﾄ

サステナビリティ推進室長 プラント・船舶・航空機部門長補佐 田部  義仁

ｶﾄｳ  ﾕｷﾉﾘ

中部支社企画開発部長 中部支社企画開発部企画統轄室長 加藤  行教

ﾊﾅｲ  ﾖｼﾉﾘ

中部支社繊維部長 ファッションアパレル第三部 華井  義徳

ユニフォーム・アパレル課長

ﾌﾙﾉ  ﾕｷﾉﾘ

北陸支店長 ファッションアパレル第二部長 古野  幸徳

(兼)北陸支店物流情報室長

(兼)北陸支店食品課長

ｲﾏﾑﾗ  ｶｽﾞﾖｼ

九州支社企画開発部長 情報・金融カンパニー 今村  和義

フィンテック推進室長

ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾀﾞｲｽｹ

東北支社食料部長 株式会社ファミリーマート 溝口  大輔

(兼)東北支社食料部食品課長 株式会社シニアライフクリエイト

取締役
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（新） （旧） 　

ﾀｹｳﾁ  ﾀｶﾋﾛ

北米 プラント・船舶・航空機部門 竹内  孝博

機械部門長 企画統括課長

ｱﾍﾞ  ﾔｽﾋﾛ

北米 化学品部門長補佐 安部  泰宏

エネルギー・化学品部門長 (兼)化学品部門医薬関連ビジネスチーム長

(兼)ＩＣＡＩ(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ﾐﾔｳﾁ  ﾅｵﾕｷ

伊藤忠メキシコ会社社長 ＨＥＸＩＮＤＯ(DIRECTOR) 宮内  直幸

(兼)伊藤忠メキシコ会社　ケレタロ事務所長

ｵｵﾔ  ﾋﾃﾞｵ

中南米総支配人補佐 経営企画担当 株式会社ドール 代表取締役会長 大矢  秀郎

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ﾐﾔﾀ  ﾔｽﾋﾛ

伊藤忠チリ会社社長 金属資源部門長補佐 宮田  泰裕

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｿﾞｳ

伊藤忠コロンビア会社 中南米総支配人付 渡邉  大造

(兼)伊藤忠ベネズエラ会社社長 (兼)伊藤忠コロンビア会社

ｵｵﾆｼ  ﾏｽﾀｶ

欧州化学品グループ長 ＣＩＰＬＡＳ(MANAGING DIRECTOR) 大西  益隆

(兼)伊藤忠ドイツ会社社長

ﾊｼﾓﾄ  ｼｹﾞｵ

ベオグラード事務所長 プラント・船舶・航空機部門 橋本  茂生

原子力・新電源プロジェクト開発室長

ﾐｳﾗ  ﾋﾛｼ

アルジェ事務所長 機械経営企画部 三浦  裕

(兼)カサブランカ事務所長



6

（新） （旧） 　

ｱﾍﾞ  ﾄｼﾕｷ

トルコ代表 プラント・船舶・航空機部門長代行 阿部  俊之

イスタンブール事務所長

ｷﾑﾗ  ｹﾝｺﾞ

ＣＩＥＣＯ/ＡＺＥＲ(DIRECTOR) エネルギー部門 木村  顕悟

(兼)バクー事務所長 エネルギー企画統轄課長代行

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞﾕﾝｽｹ

伊藤忠イラン会社社長 中近東総支配人付 山本  純介

(兼)伊藤忠中近東会社

ﾌｱﾝ  ﾊｲﾎﾞ

マスカット事務所長 エネルギー部門エネルギー戦略室 範  海波

(兼)天然ガス事業開発部

ﾋﾗｻﾜ  ｱｷﾋﾄ

カイロ事務所長 伊藤忠オートモービル株式会社 平澤  彰一

ｵｵｴ  ｼﾕｳｼﾞ

東アジア総代表補佐(台湾担当) 食糧部門長代行 大恵  修司

(兼)台湾伊藤忠会社董事長(兼)総経理 (兼)油脂・穀物製品部長

ｵｵﾎﾘ  ﾋﾃﾞｵ

東アジア総代表補佐(韓国担当) 韓国伊藤忠株式会社社長 大堀  英生

(兼)韓国伊藤忠株式会社社長

ｲｼﾊﾞｼ  ﾀﾀﾞｼ

東アジアエネルギー・化学品グループ長 基礎原料化学品部長 石橋  忠

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ

東アジア住生活グループ長 生活資材第二部長 清水  貴

(兼)上海伊藤忠商事有限公司



7

（新） （旧） 　

ﾊﾔｼ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

アジア・大洋州 合成樹脂部長 林  英範

エネルギー・化学品グループ長 (兼)合成樹脂部合成樹脂貿易第一課長

(兼)ＣＩＰＬＡＳ(MANAGING DIRECTOR)

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｵﾉ  ﾖｼｶｽﾞ

プノンペン事務所長 中部支社繊維部長 小野  良和

ｺﾏﾀﾆ  ﾀｶｱｷ

伊藤忠ファッションシステム株式会社 コロネット株式会社 駒谷  隆明

代表取締役社長 代表取締役社長

ｱｲﾐ  ﾅｵｽｹ

ＩＡＭＦ(PRESIDENT　DIRECTOR) ＩＡＭＦ(DIRECTOR) 相見  尚亮

ﾔｼﾞﾏ  ﾋｻｼ

ＡＢＰ(PRESIDENT DIRECTOR) 住生活カンパニープレジデント付 矢島  久嗣

(兼)住生活経営企画部長代行

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄｼｷ

伊藤忠物流(中国)有限公司総経理 物流ビジネス部長 藤村  俊樹
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（新） （旧） 　

（ 2018年5月1日付 ）

ﾎﾘｳﾁ  ﾌﾐﾀｶ

監査役室長 アジア・大洋州総支配人補佐 堀内  文隆

経営管理担当

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

ｱﾏﾉ  ｽｸﾞﾙ

ＩＲ室長 ＩＲ室長代行 天野  優

ﾌｸｼﾏ  ﾉﾎﾞﾙ

東アジア総代表補佐 経営管理担当 住生活カンパニーＣＦＯ　 福島  昇

(兼)東アジア経営管理グループ長

ｿｳﾏ  ｹﾝｲﾁﾛｳ

アジア・大洋州総支配人補佐 財務部長代行 相馬  謙一郎

経営管理担当 (兼)財務部財務企画室長

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長 (兼)伊藤忠トレジャリー株式会社 取締役

以　上
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