
2019年2月22日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2019年3月1日付 ）

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾔ

北米 伊藤忠飼料株式会社 宮﨑  研弥

食料部門長 取締役執行役員

（ 2019年4月1日付 ）

ﾐｿﾞｳﾁ ﾂﾖｼ

ファッションアパレル第二部長 ファッションアパレル第三部長代行 溝内  剛士

(兼)ファッションアパレル第三部インナー課長

ﾓﾄｽﾅ  ﾖｼｷ

ブランドマーケティング第二部長 ブランドマーケティング第二部長代行 元砂  洋志樹

(兼)ブランドマーケティング第二部 (兼)ブランドマーケティング第二部

   ブランドマーケティング第三課長    ブランドマーケティング第三課長

ﾜﾀﾞ   ﾏｻｱｷ

繊維資材・ライフスタイル部長 アジア・大洋州繊維グループ長 和田  賢明

(兼)伊藤忠タイ会社

ｷﾑﾗ   ﾄｵﾙ

プラント・船舶・航空機部門長代行 株式会社ジャムコ 木村  亨

ｲﾏﾑﾗ  ﾀﾂｵ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 船舶海洋部長 今村  龍男

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

船舶海洋部長 船舶海洋部長代行 藤本  博和

(兼)船舶海洋部船舶第一課長

ｵｶﾀﾞ  ﾂﾖｼ

電力プロジェクト部長 電力プロジェクト部長代行 岡田  剛

人事異動
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（新） （旧） 　

ｱﾗﾀﾆ  ﾕｷﾊﾙ

自動車・建機・産機部門長代行 自動車第一部長 荒谷  行玄

(兼)自動車モビリティ第二部長

ｵｸﾃﾞﾗ ﾄｼｵ

自動車モビリティ第一部長 業務部 奥寺  俊夫

ｶﾆ    ﾀｸｼﾞ

いすゞモビリティ部長 いすゞ自動車株式会社 可児  卓治

(PT.Isuzu Astra Motor Indonesia(DIRECTOR))

ｳｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

建機・産機部長 機械経営企画部長 牛島  浩

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾓﾁﾀﾞ  ｻﾄｼ

金属資源部門長代行 アジア・大洋州金属グループ長 持田  哲

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｲﾉﾏﾀ  ｶｽﾞﾋｺ

天然ガス事業開発部長 エネルギー部門エネルギー企画統轄課長 猪股  和彦

(兼)エネルギー・化学品Ｍ＆Ｒ室

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ

化学品部門長補佐 タキロンシーアイ株式会社 中嶋  政文

ｱﾍﾞ   ｸﾆｱｷ

食料経営企画部長 リテール開発部長 阿部  邦明

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾀﾅｶ   ﾋﾛﾕｷ

食糧部門長代行 飼料・穀物・油糧部長 田中  寛之

(兼)飼料・穀物・油糧部長

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

砂糖・コーヒー・乳製品部長 砂糖・コーヒー・乳製品部長代行 山本  貢司

(兼)砂糖・コーヒー・乳製品部

　砂糖・製菓原料課長
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（新） （旧） 　

ﾅｶﾑﾗ  ｼｹﾞｵ

水産部長 株式会社日本アクセス 中村  茂雄

ｸﾗﾀﾆ  ﾋﾛﾕｷ

畜産部長 畜産部長代行 倉谷  洋之

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ

食品流通部門長代行 食品流通部門長補佐 萩原  武

(兼)食品流通部長 (兼)食品流通部長

ｲﾉｳｴ  ﾀｹｼ

食品流通部門長補佐 食料経営企画部長 井上  健司

(兼)リテール開発部長 (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾐﾔｹ   ｻﾄｼ

生活資材部長 生活資材第二部長 三宅  哲

ﾀｶﾊｼ  ﾔｽﾋﾛ

物流物資部長 生活資材第三部長 高橋  康弘

ﾌﾅｷ   ｵｻﾑ

建設第二部長 アジア・大洋州住生活グループ長代行 船木  修

(兼)伊藤忠インドネシア会社

ｾｷﾉ   ﾋﾛｼ

建設・建材部長 伊藤忠建材株式会社 関野  博司

ｳｶｲ   ｻﾄｼ

金融・保険部門長補佐 金融・保険部門企画統轄課長 鵜飼  聡

ｽｽﾞｷ  ﾀｶｼ

再開発プロジェクト室長 建設・物流部門長補佐 鈴木  隆

(兼)建設・不動産部門長補佐 (兼)建設・物流部門

　総本社アセット開発室長

ﾊﾔｼ ﾃﾙｵﾐ

中部支社企画開発部長 いすゞビジネス第一部長 林  輝臣
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（新） （旧） 　

ﾏﾂﾀﾞ  ｸﾆﾋﾛ

中部支社繊維部長 ファッションアパレル第一部 松田  州弘

ジーンズ・カジュアル課長

ﾄﾋﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

富山支店長 東北支社企画開発部長 飛澤  淳一

(兼)富山支店管理室長 (兼)東北支社金属・エネルギー部長

ｲﾉｳｴ  ﾖｳｲﾁﾛｳ

九州支社金属部長 伊藤忠豪州会社 井上  洋一郎

ブリスベン事務所長

(兼)ＩＭＥＡ(DIRECTOR)

ｵｷﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

九州支社エネルギー・化学品部長 天然ガス事業開発部長代行 沖永  浩樹

(兼)九州支社エネルギー・化学品部 (兼)天然ガス事業開発部

　九州エネルギー課長  　ＬＮＧトレード課長

(兼)九州支社エネルギー・化学品部

　九州化学品課長

ﾔﾏｷ   ｹｲﾀ

食品流通部長代行 食品流通部長代行 山木  敬太

(兼)九州支社食料部長

(兼)九州支社食料部食品課長

ｽｽﾞｷ  ﾊｼﾞﾒ

東北支社企画開発部長 住生活Ｍ＆Ｒ室 鈴木  肇

(兼)住生活カンパニーＣＦＯ付

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

東北支社金属・エネルギー部長 伊藤忠コロンビア会社社長 中澤  穣

北米 北米 Sandra Morgan

ビジネス開発部長 機械部門

(Enprotech Corporation(VICE PRESIDENT))
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（新） （旧） 　

ｵｵﾑﾛ  ﾘｮｳﾏ

北米 ITOCHU PROMINENT USA LLC 大室  良磨

繊維部門長 (兼)Renfro Corporation

(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC    (CORPORATE VICE PRESIDENT)

 　(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾃﾙ

北米 業務部 杉原  正晃

金属部門長

ｽｽﾞｷ  ﾉﾌﾞﾕｷ

北米 物流ビジネス部長 鈴木  伸幸

住生活部門長

ﾖｺｶﾜ  ﾃﾂﾔ

中南米総支配人補佐 中南米総支配人補佐 横川  哲也

(兼)伊藤忠中南米会社 (兼)伊藤忠中南米会社

(兼)伊藤忠ベネズエラ会社社長

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ

伊藤忠コロンビア会社社長 法務部コンプライアンス室 栗林  聖一

ﾆｼｶｹﾞ ﾏｻｽﾞﾐ

欧州総支配人補佐(開発担当) 欧州総支配人付(食料担当) 西影  昌純

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠欧州会社

ﾀﾃﾏﾂ  ｶｽﾞﾋﾛ

欧州繊維グループ長 ファッションアパレル第二部長代行 立松  和弘

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)ファッションアパレル第二部

   ファッションアパレル課長

ｲﾁﾉｾ    ﾋﾛｼ

欧州金属グループ長 金属資源部門長補佐 一ノ瀬  浩

(兼)伊藤忠欧州会社

ｶﾜｶﾐ  ﾃﾂｼﾞ

欧州住生活グループ長 欧州住生活・情報・金融グループ長 川上  哲司

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠欧州会社
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（新） （旧） 　

ﾉｻﾞﾜ  ｱｷﾄ

欧州情報・金融グループ長 欧州住生活・情報・金融グループ長代行 野澤  郷仁

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠欧州会社

ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾅｵｷ

伊藤忠フランス会社社長 プラント・船舶・航空機部門 蓼沼  直樹

ﾎｼｶﾜ  ｶﾂﾋｺ

マグレブ代表 伊藤忠フランス会社社長 星川  勝彦

(兼)カサブランカ事務所長

(兼)伊藤忠チュニジア会社社長

ﾋﾉ  　ｺｳｷ

トルコ代表補佐 キエフ事務所長 日野  宏貴

(兼)アンカラ事務所長

ﾏﾂｵ　 ﾄｼﾋﾛ

アフリカ総支配人補佐 欧州金属グループ長 松尾  敏宏

(兼)ヨハネスブルグ支店 (兼)伊藤忠欧州会社

(兼)欧州機械グループ

(兼)アフリカ総支配人付

ﾔﾏｼﾀ  ﾏｻｱｷ

アビジャン事務所長 繊維経営企画部 山下  正明

ｷｼ  ｹﾝｲﾁ

アディスアベバ事務所長 株式会社ジョイックスコーポレーション 岸  健一

ﾓﾘ  ｺｳｲﾁ

リヤド事務所長 中近東総支配人代行 森  浩一

(兼)アルコバール事務所長 (兼)伊藤忠中近東会社

(兼)クウェイト事務所長

ﾑﾄｳ   ﾏｺﾄ

カラチ事務所長 生活資材第三部長代行 武藤  誠

ｲﾏﾑﾗ  ﾀｹｵ

クウェイト事務所長 繊維Ｍ＆Ｒ室 今村  岳生
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（新） （旧） 　

ﾌｶｻﾜ  ﾐﾁｱｷ

東アジア金属グループ長 伊藤忠メタルズ株式会社 深澤  伯亮

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ｼﾏﾀﾞ  ｱｷﾕｷ

ウランバートル事務所長 サンコール株式会社 島田  章行

ｶﾄｳ   ﾀｹｼ

アジア・大洋州繊維グループ長 繊維資材・ライフスタイル部長代行 加藤  健

(兼)伊藤忠タイ会社 (兼)繊維資材・ライフスタイル部

   繊維資材・ライフスタイル第二課長

ﾑﾗｵ   ﾀｶﾋｺ

アジア・大洋州金属グループ長 金属資源部門 村尾  隆彦

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｶｼ

アジア・大洋州食料グループ長 砂糖・コーヒー・乳製品部長 吉田  敬

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｶﾀｵｶ  ｱｷﾋﾄ

アジア・大洋州住生活グループ長 生活資材第二部生活資材第三課長 片岡  昭人

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｲﾄｳ   ﾉﾌﾞﾋﾛ

伊藤忠マレーシア会社社長 エネルギー・化学品経営企画部 伊藤  宜広

(兼)クアラルンプール支店長

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ

ヤンゴン事務所長 ファッションアパレル部門長代行 渡邉  健

(兼)ファッションアパレル第二部長

ｺｳﾉ   ｼｹﾞﾙ

キエフ事務所長 ウランバートル事務所長 髙野  茂

(兼)アシガバット事務所長

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ

タシケント事務所長 アシガバット事務所長 今泉  徹

7



（新） （旧） 　

ﾓﾄﾀﾞ  ﾋﾛｼ

ITOCHU Coal Americas Inc.　 石炭・原子燃料部 元田  洋

(PRESIDENT & CEO) (兼)Maules Creek Marketing Pty Ltd.

   (DIRECTOR)

ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｱｷ

Tyr Energy Inc.(CHAIRMAN & DIRECTOR) プラント・船舶・航空機部門長代行 永島  義明

(兼)電力プロジェクト部長

ﾅｶﾉ   ﾋｻｵ

Sarulla Operations Ltd 電力プロジェクト部 中野  久雄

(CHIEF EXECUTIVE) 電力プロジェクト第二課長

ﾏｴﾀﾞ  ﾊﾙｵ

ＩＰＣ／ＳＰＲ 天然ガス事業開発部長 前田  晴夫

(MANAGING DIRECTOR)

ｲﾜｻｷ  ﾘｮｳｲﾁ

ITOCHU PLASTICS PTE LTD ITOCHU PLASTICS PTE LTD 岩﨑  亮一

(MANAGING DIRECTOR) (DEPUTY MANAGING DIRECTOR)

ﾊｸ  ｼｮｳｺｳ

大藤物流（上海）有限公司（董事長） 東アジア住生活グループ長代行 白  松剛

(兼)東アジア住生活グループ長代行 (兼)伊藤忠（中国）集団有限公司

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

（ 2019年5月1日付 ）

ｱﾏﾉ   ｹｲﾀ

ITOCHU TREASURY CENTER AMERICAS INC. 株式会社ベルシステム２４ 天野  敬太

(CEO＆DIRECTOR) ホールディングス

(兼)北米 執行役員

　　財務部長

ﾌｼﾞﾀ  ﾄｸﾋﾛ

中南米総支配人補佐 経営管理担当 株式会社エドウイン 藤田  徳広

(兼)伊藤忠ブラジル会社 取締役
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（新） （旧） 　

ｷｼﾞﾏ  ｹﾝｲﾁ

欧州総支配人補佐 経営管理担当 情報・金融カンパニーＣＦＯ 木島  賢一

(兼)伊藤忠欧州会社

ｽｽﾞｷ  ｱﾂｼ

ＣＩＳ代表補佐 財務部市場運用室長 鈴木  淳史

(兼)モスクワ事務所 (兼)伊藤忠企業年金基金

   運用執行理事

以　上
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