
2022年2月3日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2022年3月1日付 ）

ﾀｹﾐﾈ  ｼﾝﾀﾛｳ

イスタンブール事務所 建機・産機部建設機械課 竹峰  晋太郎

(兼)アシガバット事務所長

（ 2022年4月1日付 ）

ｵｵﾀﾆ  ﾄｼｶｽﾞ

Dole  Asia  Holdings  Pte. Ltd. 常務執行役員 大谷  俊一

(PRESIDENT & CEO, DIRECTOR) アフリカ総支配人

ﾓﾁﾀﾞ  ｱｷﾗ

ブランドマーケティング第二部門長補佐 モスクワ事務所 持田  彰

ﾏﾂﾓﾄ  ﾀﾂｷ

ファッションアパレル第三部長 ファッションアパレル第三部長代行 松本  竜樹

(兼)ファッションアパレル第三部

    リーテイル・クロージング課長

ｵｸﾃﾞﾗ ﾄｼｵ

機械経営企画部長 自動車・建機・産機部門長補佐 奥寺  俊夫

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 (兼)自動車モビリティ第一部長

ｵｷﾀ   ﾏｻﾉﾘ

自動車・建機・産機部門長補佐 いすゞモビリティ部長 沖田  正典

(兼)いすゞモビリティ部長

ｶﾜｻｷ  ｼｮｳｺﾞ

船舶海洋部長 中四国支社機械部機械課長 川﨑  勝吾

人事異動
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（新） （旧） 　

ﾖｺﾎﾞﾘ ﾄﾓｵ

都市環境・電力インフラ部長 プラント・船舶・航空機部門 横堀  友生

ｼｵﾉﾔ　  ﾉﾘｵ

自動車モビリティ第一部長 自動車・建機・産機部門企画統括課長 塩野谷  憲生

ｲﾉﾏﾀ  ｶｽﾞﾋｺ

エネルギー部門長代行 天然ガス事業開発部長 猪股  和彦

ｱｻｲ   ﾄﾓｱｷ

エネルギー部門長補佐 石油・ガス開発部長 浅井  智章

ｲﾏﾑﾗ  ｹｲｲﾁ

電力・環境ソリューション部門長補佐 電力・ユーティリティービジネス部長 今村  敬一

(兼)電力・ユーティリティービジネス部長

ｽﾐﾖｼ  ﾀｶﾌﾐ

天然ガス事業開発部長 天然ガス事業開発部長代行 住吉  貴文

ｱｵｷ   ﾋﾛｼ

石油・ガス開発部長 石油・ガス開発部長代行 青木  大

(兼)石油・ガス開発部ＣＩＳ・中東事業課長

ｸﾆﾄﾐ  ﾔｽｼ

合成樹脂部長 伊藤忠インターナショナル会社 國富  泰

(MGI INTERNATIONAL LLC

(EXECUTIVE VICE PRESIDENT))

ﾀﾁｶﾜ  ﾖｼﾋﾛ

食糧部門長代行 飼料・穀物部長 立川  義大

(兼)飼料・穀物部長

ｺｳﾂﾞｷ ﾂﾖｼ

生鮮食品部門長代行 生鮮食品第二部長 上月  健

(兼)生鮮食品第二部長

ｲﾄｳ   ﾕｳｽｹ

リテール開発部長 リテール開発部長代行 伊東  裕介
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（新） （旧） 　

ｽｽﾞｷ  ﾀｶｼ

建設・不動産部門長代行 建設・不動産部門長補佐 鈴木  隆

(兼)再開発プロジェクト室長 (兼)再開発プロジェクト室長

ｽｴﾖｼ  ﾏｷﾄ

物流物資部長 物流物資部長代行 末吉  牧人

ｱﾍﾞ   ﾋﾛﾌﾐ

金融・保険部門長補佐 情報・金融経営企画部長代行 阿部  博文

ｾｷｶﾜ  ｷﾖｼ

情報産業ビジネス部長 ＩＴ・デジタル戦略部デジタル戦略室長 関川  潔

ｱｻﾉ   ﾃﾂﾔ

フロンティアビジネス部長 情報産業ビジネス部長 浅野  哲也

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ

北米機械部門長 プラント・船舶・航空機部門長補佐 東山   英一郎

(兼)都市環境・電力インフラ部長

ﾔﾏﾆｼ  ｼﾝｽｹ

北米食料部門長 北米食料部門 山西  真介

(兼)北米ポートランド事務所長

   

ﾀﾀﾞ   ﾋﾛｺ

北米ワシントン事務所長 伊藤忠欧州会社 多田  博子

ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ

伊藤忠メキシコ会社社長 生活資材・物流部門長補佐 清水  貴

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ

伊藤忠ブラジル会社　 伊藤忠ブラジル会社　 渡邉  大造

リオデジャネイロ支店長 リオデジャネイロ支店長

(兼)伊藤忠ベネズエラ会社社長

ﾌｸﾑﾗ  ﾔｽｼ

伊藤忠チリ会社社長 伊藤忠鉱物資源開発株式会社取締役 福村  康

(兼)金属カンパニー金属資源技術・開発室長
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（新） （旧） 　

ﾌﾅｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ

伊藤忠エクアドル会社社長 ボゴタ事務所 舩嵜  裕充

ｻｴｷ   ﾀﾂｵ

欧州・ＣＩＳ繊維グループ長 欧州・ＣＩＳ繊維グループ長代行 佐伯  龍男

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠ドイツ会社　ハンブルグ支店

ﾅｶﾑﾗ  ｱﾂｼ

欧州・ＣＩＳ化学品グループ長 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 中村  敦

(兼)伊藤忠ドイツ会社社長

ﾓﾁﾀﾞ  ﾏｻﾋﾛ

欧州・ＣＩＳ食料グループ長 飼料・穀物部穀物課長 持田  雅博

(兼)伊藤忠欧州会社

ｱｻﾀﾞ  ｼﾞﾝ

欧州・ＣＩＳ住生活グループ長 ITOCHU FIBRE LIMITED(CEO) 浅田  仁

(兼)伊藤忠欧州会社

ｾｷﾓﾄ  ﾀﾀﾞｼ

マグレブ代表 開発・調査部海外企画室長代行 関本  正

(兼)アルジェ事務所長

(兼)カサブランカ事務所長

ﾅｶﾔﾏ  ｼｮｳﾀﾛｳ

タシケント事務所長 イスタンブール事務所 中山  正太郎

ｶｼﾞｶﾜ ﾀｹﾐﾁ

アクラ事務所長 油脂・カカオ部カカオ・ゴマ課長 梶川  建倫

ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾀﾞｼ

東アジア総代表補佐(華東担当) 東アジアエネルギー・化学品グループ長 石橋  忠

(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理 (兼)上海伊藤忠商事有限公司

(兼)東アジアエネルギー・化学品グループ長
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（新） （旧） 　

ﾅｶﾞﾉ  ﾏｻﾐ

ウランバートル事務所長 伊藤忠エクアドル会社社長 永野  正巳

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ

アジア・大洋州総支配人補佐(経営企画担当) 開発・調査部長代行 藤本  哲也

(兼)伊藤忠シンガポール会社 (兼)開発・調査部海外企画室長

ｲﾁﾊﾗ  ﾘｮｳｲﾁ

アジア・大洋州繊維グループ長 欧州・ＣＩＳ繊維グループ長 市原  良市

(兼)伊藤忠タイ会社 (兼)伊藤忠欧州会社

(兼）PROMINENT (EUROPE) LTD．(CEO)

ｾｵ    ﾀｹｼ

アジア・大洋州機械グループ長 船舶海洋部長代行 瀬尾  健

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾑﾗﾔﾏ  ｶｽﾞﾋｺ

プノンペン事務所長 サステナビリティ推進部長代行 村山  量彦

(兼)Corporate Brand Initiative

ﾎｯﾀ   ﾐｷﾅｶﾞ

コロンボ事務所長 中南米総支配人付 堀田  幹長

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ﾌｸｶﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ

株式会社レリアン 株式会社レリアン 福垣  学

代表取締役社長 専務取締役

ﾋﾗｶﾞ  ﾀｸﾐ

伊藤忠石油開発株式会社 伊藤忠石油開発株式会社 平賀  匠

代表取締役社長 執行役員
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（新） （旧） 　

ﾔﾏﾑﾗ  ﾕﾀｶ

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス Dole  Asia  Holdings  Pte. Ltd. 山村  裕

代表取締役社長 (PRESIDENT & CEO, DIRECTOR)

ｶﾈﾐﾂ  ﾖｼﾀｶ

ITC Coal Resources International Inc． 石炭・原子燃料部長代行 金光  義崇

(PRESIDENT & CEO) (兼)石炭・原子燃料部原子燃料課長

ﾂｼﾏ   ﾅｵﾄ

ICREST INTERNATIONAL LLC ICREST INTERNATIONAL LLC 津島  直仁

(PRESIDENT & CEO) (EXECUTIVE VICE PRESIDENT & CSO)

(兼)北米食料部門

ﾑﾗｶﾐ  ﾔｽｼ

ITOCHU FIBRE LIMITED(CEO) 生活資材部国内販売課長 村上  安司

ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕﾀｶ

European Tyre Enterprise Limited(CEO) 欧州・ＣＩＳ住生活グループ長 金原  裕

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾌｸﾀﾞ  ｹｲｼﾞﾛｳ

ABP(PRESIDENT DIRECTOR) ABP(VICE PRESIDENT DIRECTOR) 福田  慶次郎

（ 2022年6月株主総会日付 ）

ﾋﾗﾉ   ﾀﾂﾔ

北米ＣＡＯ 機械経営企画部長 平野  竜也

(兼)伊藤忠カナダ会社社長 (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

以　上
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