
2021年2月4日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2021年3月1日付 ）

ｲﾁﾊﾗ  ﾘﾖｳｲﾁ

欧州繊維グループ長 PROMINENT(EUROPE)LTD. (CEO) 市原  良市

(兼)伊藤忠欧州会社

(兼)PROMINENT(EUROPE) LTD.(CEO)

ﾋﾉ    ｺｳｷ

トルコ代表 トルコ代表補佐 日野  宏貴

イスタンブール事務所長 (兼)イスタンブール事務所

ﾅｶﾉ　 ｶｽﾞﾋﾛ

株式会社ファミマデジタルワン ポケットカード株式会社 中野  和浩

代表取締役社長 取締役常務執行役員

（ 2021年4月1日付 ）

ﾅｶﾆｼ  ﾋﾃﾞｵ

ファッションアパレル部門長 株式会社ユニコ　代表取締役社長 中西  英雄

ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ

ブランドマーケティング第一部門長 ブランドマーケティング第二部長 北島  義典

(兼)ブランドマーケティング第二部長 (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

人事異動
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（新） （旧） 　

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

プラント・船舶・航空機部門長代行 船舶海洋部長 藤本  博和

(兼)船舶海洋部長

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 都市環境・電力インフラ部長 東山   英一郎

(兼)都市環境・電力インフラ部長

ｶﾆ 　 ﾀｸｼﾞ

自動車・建機・産機部門長代行 自動車・建機・産機部門長補佐 可児  卓治

(兼)いすゞモビリティ部長

ｵｸﾃﾞﾗ ﾄｼｵ

自動車・建機・産機部門長補佐 自動車モビリティ第一部長 奥寺  俊夫

(兼)自動車モビリティ第一部長

ｾｶﾞﾜ  ﾅﾂｷ

航空宇宙部長 ITOCHU AVIATION, INC. 瀬川  夏樹

(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ｵｷﾀ   ﾏｻﾉﾘ

いすゞモビリティ部長 いすゞモビリティ部長代行 沖田  正典

ﾖｼｶﾜ  ﾏｻﾋｺ

建機・産機部長 建機・産機部建設機械課長 吉川  正彦

ﾊｾｶﾞﾜ   ﾂﾖｼ

金属資源部門長代行 アジア・大洋州総支配人補佐 長谷川  毅

(南西アジア担当)

(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　チェンナイ支店長
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（新） （旧） 　

ﾄﾞｲ   ﾕｳｲﾁﾛｳ

金属資源部門長補佐 富山支店長 土井  裕一朗

(兼)大阪金属資源課長 (兼)富山支店管理室長

(兼)中四国支社金属・エネルギー部長代行

(兼)中四国支社金属・エネルギー部 石炭課長

ｵｸﾞﾗ  ﾖｼﾋｺ

金属資源部門長補佐 金属経営企画部長 小倉  克彦

(兼)非鉄・リサイクル部長 (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｽｽﾞｷ  ｺｳﾀﾛｳ

石炭・原子燃料部長 業務部 鈴木  航太郎

ﾔﾏﾀﾞ  ﾃﾂﾔ

エネルギー部門長代行 石油・ガス開発部長 山田  哲也

(兼)伊藤忠石油開発株式会社 代表取締役社長

ﾏｴﾀﾞ  ﾊﾙｵ

エネルギー部門長補佐 IPC/SPR (MANAGING DIRECTOR) 前田  晴夫

ｱﾍﾞ   ﾔｽﾋﾛ

電力・環境ソリューション部門長代行 北米エネルギー・化学品部門長 安部  泰宏

(兼)伊藤忠インターナショナル会社　

    ヒューストン事務所長

(兼)ITOCHU CHEMICALS AMERICA INC.

    (CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ｱｻｲ   ﾄﾓｱｷ

石油・ガス開発部長 石油・ガス開発部長代行 浅井  智章
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（新） （旧） 　

ﾀﾊﾞﾀ  ﾉﾌﾞﾕｷ

化学品部門長 合成樹脂部長 田畑  信幸

(兼)合成樹脂部長

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

食糧部門長代行 砂糖・コーヒー・乳製品部長 山本  貢司

ﾔｸﾞﾁ  ﾀｹｼ

生鮮食品部門長補佐 アジア・大洋州総支配人補佐 矢口  武

(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

ﾅｶﾑﾗ  ﾋﾛﾕｷ

食品流通部門長代行 株式会社日本アクセス 中村  洋幸

(兼)食品流通部長 取締役常務執行役員

ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ

砂糖・コーヒー・乳製品部長 砂糖・コーヒー・乳製品部長代行 北川  昇

ｸﾎﾞ   ﾋﾛｼ

生鮮食品第一部長 生鮮食品第一部長代行 久保  博司

ｺｳﾂﾞｷ ﾂﾖｼ

生鮮食品第二部長 生鮮食品第二部生鮮加工品第一課長 上月  健

ﾀｶｻｶ  ﾕｳｽｹ

建設・不動産部門長代行 建設・不動産部門長補佐 高坂  勇介

(兼)建設第一部長

ｾｷﾉ   ﾋﾛｼ

建設・不動産部門長補佐 建設・建材部長 関野  博司
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（新） （旧） 　

ｲｽﾞﾐ  ﾋﾛﾉﾘ

建設第一部長 建設第一部長代行 和泉  宏典

ｱｶﾏﾂ  ｶｽﾞﾋﾄ

建設第二部長 建設第二部長代行 赤松  和人

ｵｻﾞﾜ  ﾀｶｼ

建設・建材部長 建設・建材部長代行 小澤  尚

ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｽｹ

金融・保険部門長補佐 金融・保険部門企画統轄課長 水谷  公亮

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ

保険ビジネス部長 保険ビジネス部保険ビジネス第二課長 小林  賢

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

第８カンパニーGM 第８カンパニーPM　 渡辺  良博

ﾎｼﾉ   ﾄｼｵ

中部支社企画開発部長 欧州機械グループ長 星野  利男

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾑﾗﾔﾏ  ﾀｲﾁ

中部支社化学品部長 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 村山  太一

ﾉｾ    ﾄｼﾋｺ

中四国支社金属・エネルギー部長 伊藤忠（青島）有限公司総経理 能勢  稔彦

ｳﾗﾀ   ﾖｳｲﾁﾛｳ

北米エネルギー・化学品部門長 リーテイル・資材部長代行 浦田  洋一郎

(兼)ITOCHU CHEMICALS AMERICA INC.

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

ﾏﾂｶﾜ  ﾋﾃﾞﾕｷ

北米住生活部門長 住生活経営企画部長代行 松川  英征

ｶﾈｺ   ﾏｻﾄｼ

北米情報・金融部門長 北米情報・金融部門 金児  真利

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ

中南米総支配人補佐 経営管理担当 監査部監査第四室長 大林   正和

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ

ボゴタ事務所長 伊藤忠コロンビア会社社長 栗林   聖一

ﾊﾔﾐ   ｷﾖﾋｺ

欧州・ＣＩＳ機械グループ長 自動車モビリティ第一部長代行 速水  清彦

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)自動車モビリティ第一部自動車第一課長

ﾔﾏｼﾀ  ﾘﾕｳｲﾁﾛｳ

中・東欧代表 株式会社ヤナセ 山下  隆一郎

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

ｶｷﾇﾏ  ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ

ワルシャワ事務所長 調査・情報部調査・情報室長 柿沼  純平

ﾎｼｶﾜ  ｶﾂﾋｺ

マグレブ代表 マグレブ代表 星川  勝彦

(兼)カサブランカ事務所長 (兼)カサブランカ事務所長

(兼)アルジェ事務所長

ﾂﾂﾐ ﾀｶﾕｷ

ＣＩＳ代表 ＣＩＳ代表 堤  孝行

(兼)モスクワ事務所長
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（新） （旧） 　

ｵｸﾞﾗ  ﾀｹｼ

リヤド事務所長 株式会社ロイネ 取締役 小倉  健

ﾀｹｳﾁ  ｽｸﾞﾙ

カラチ事務所長 伊藤忠中近東会社 竹内  卓

ｿﾉ  ﾀﾂﾔ

クウェイト事務所長 伊藤忠エネクス株式会社 園  達也

ﾊｼﾓﾄ  ﾋﾃﾞｷ

伊藤忠エジプト会社社長 いすゞモビリティ部欧州・アジア課長 橋本  英樹

ﾋﾛﾏﾂ  ﾄﾓﾕｷ

東アジア総代表補佐　経営企画担当 東アジア経営企画グループ長代行 廣松  智之

(兼)東アジア経営企画グループ長 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾐｶﾐ   ｴｲﾁ

東アジア食料グループ長 東アジア食料グループ 三上  英知

(兼)伊藤忠（中国）集団有限公司 (兼)台湾伊藤忠会社

ﾌﾅｷ   ｵｻﾑ

東アジア住生活グループ長 建設第二部長 船木  修

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾓﾘﾀ   ﾋﾛｼ

アジア・大洋州繊維グループ長 ITOCHU Textile Prominent（Asia） Ltd． 森田  洋

(兼)ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd. (MANAGING DIRECTOR)

    (MANAGING DIRECTOR)
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（新） （旧） 　

ﾀﾅｶ   ﾐﾂｱｷ

アジア・大洋州金属グループ長 非鉄・金属原料部長 田中  光昭

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ｸﾗﾀﾆ  ﾋﾛﾕｷ

アジア・大洋州食料グループ長 生鮮食品部門長代行 倉谷  洋之

(兼)伊藤忠シンガポール会社 (兼)生鮮食品第二部長

ﾌｸｲ   ﾀﾂﾘ

アジア・大洋州情報・金融グループ長 保険ビジネス部長代行 福井  達理

(兼)伊藤忠タイ会社 (兼)保険ビジネス部保険ビジネス第一課長

ﾎｼｱｲ  ﾀﾞｲ

伊藤忠マレーシア会社社長 基礎原料化学品部有機原料課長 星合  大

(兼)クアラルンプール支店長

ﾊﾅｲ   ﾖｼﾉﾘ

株式会社ユニコ　代表取締役社長 株式会社ユニコ　取締役 華井  義徳

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

伊藤忠プラスチックス株式会社 化学品部門長代行 林  英範

代表取締役社長

ﾀｶﾊｼ  ﾕｳ

ITOCHU Aviation, Inc. 航空宇宙部長代行 髙端  優

(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ﾋﾖｼ   ｿｳｼﾞﾛｳ

Itochu Automobile America Inc. Isuzu Commercial Truck of America, Inc. 日吉  聡二郎

(PRESIDENT & CEO)
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（新） （旧） 　

ｶﾅｲ   ﾏｻｼ

I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LIMITED 都市環境・電力インフラ部 金井  将司

(MANAGING DIRECTOR) 都市環境インフラ第一課長

ｲﾏｲｽﾞﾐ  ﾉﾌﾞﾋｺ

Vehicles Middle East FZE 株式会社オリエントコーポレーション 今和泉  信彦

(MANAGING DIRECTOR)

ﾋﾗﾔﾏ  ｺｳｼ

CIECO Energy Service(UK) Limited エネルギー部門エネルギー企画統轄課長 平山  公士

(PRESIDENT & CEO) (兼)エネルギー・化学品Ｍ＆Ｒ室

ﾀﾅｶ   ﾀﾂﾔ

IPC/SPR (MANAGING DIRECTOR) IPC/USA(CEO & DIRECTOR) 田中  達也

ｲﾅｲ   ｹﾝﾀ

PT. ANEKA TUNA INDONESIA (PRESIDENT) 生鮮食品第二部長代行 稲井  健太

（ 2021年5月1日付 ）

ﾆｼﾑﾗ  ﾏﾅﾌﾞ

欧州・ＣＩＳ総支配人補佐 経営管理担当 プリマハム株式会社 西村  学

(兼)伊藤忠欧州会社

以　上
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