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2019年2月20日
貿易記者会　御中

三井物産株式会社

三井物産（株）人事

2019年3月1日付

八　若　和　紀

出向[三井物産プラントシステム（株）]
(フィナンシャルマネジメント第二部)
(在東京)
（3月15日付　取締役就任予定）

フィナンシャルマネジメント第三部

大　森　孝　生

出向[PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE]
(プロジェクト本部物流インフラ事業部)
(在ジャカルタ)
(3月18日付　 President Director,CEO就任予定)

コーポレートディベロップメント本部
物流事業部長

小田切　宏　太

出向[India Yamaha Motor Private Limited]
(モビリティ第一本部自動車第三部)
(在チェンナイ)
(Deputy Managing Director就任予定)

モビリティ第一本部
自動車第一部グループ経営基盤整備室長

福　岡　潤　二
欧州・中東・アフリカ本部化学品商品本部長
兼 欧州三井物産（株）SVP
(在デュッセルドルフ)

ベーシックマテリアルズ本部
アロマ・化成品事業部長

川　原　一　人
出向[PT.CT Corpora]
(アジア・大洋州三井物産（株）業務部)
(在ジャカルタ)

パフォーマンスマテリアルズ本部人事総務室長
兼 ベーシックマテリアルズ本部人事総務室長

2019年4月1日付

山　田　祥　喜
内部監査部
第一監査室検査役

欧州・中東・アフリカ本部コンシューマーサービス商品本部長
兼 欧州三井物産（株）SVP

清　水　善　之
内部監査部
第二監査室検査役

プロジェクト本部
物流インフラ事業部長

坂　野　耕　二
内部監査部
第三監査室検査役

出向[東洋船舶（株）代表取締役社長]
(モビリティ第二本部船舶事業開発部)
(在東京)

田　中　信　之
出向[東洋船舶（株）代表取締役社長]
(モビリティ第二本部船舶事業開発部)
(在東京)

モビリティ第二本部参与
兼 モビリティ第一本部参与

尾　嵜　朋　史
事業統括部
投資総括室長

鉄鋼製品本部
自動車部品事業部長

菅　野　達　志 三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
出向[三井情報（株）取締役副社長執行役員]
(ICT事業本部)
(在東京)
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藤　田　浩　一 三井物産モスクワ（有）副社長
出向[日鉄住金物産（株）]
(鉄鋼製品本部総合事業開発部)
(在東京)

関　島　亮　一 エネルギー第二本部長補佐 三井物産モスクワ（有）副社長

古　東　　　誠 理事 人事総務部 理事 秘書室長

益　本　広　史 理事 CFO統括部 理事 監査役室長

竹　内　大　介 CFO統括部長
出向[三井物産アイ・ファッション（株）取締役副社長執行役員]
(フィナンシャルマネジメント第四部)
(在東京)

国　定　正　伸

出向[三井物産スチール（株）]
兼 鉄鋼製品本部国内営業推進部
(鉄鋼製品本部)
(在東京)

タイ国三井物産（株）鉄鋼製品部GM
兼 MITSIAM INTERNATIONAL,LIMITED General Manager of
STEEL DIV.

後　藤　健　二
米州本部金属資源商品本部長
 兼 米国三井物産（株）SVP
（在ニューヨーク）

出向[Mitsui Coal Holdings Pty.Ltd.Managing Director]
(金属資源本部石炭部)
(在ブリスベン)

小　西　秀　明
金属資源本部
鉄鉱石部長

金属資源本部
鉄鉱石部

津　田　光　也 金属資源本部長補佐
金属資源本部
新金属・アルミ部長

青　柳　裕　之
金属資源本部
新金属・アルミ部長

金属資源本部参与

片　山　浩　一
プロジェクト本部
プロジェクト開発第一部長

プロジェクト本部
プロジェクト開発第一部

若　菜　康　一

出向[Caitan SpA Director]
(プロジェクト本部プロジェクト開発第三部)
(在サンティアゴ)
(General Manager就任予定)

プロジェクト本部
プロジェクト開発第三部長

中　野　行　庸
プロジェクト本部
プロジェクト開発第三部長

米州本部 プロジェクト商品本部長
 兼 米国三井物産（株）SVP
（在ニューヨーク）

清　水　一　樹
米州本部 プロジェクト商品本部長
 兼 米国三井物産（株）SVP
（在ニューヨーク）

プロジェクト本部
次世代プロジェクト開発部長
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斉　藤　　　真
プロジェクト本部
プロジェクト開発第四部長

出向[PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE]
(プロジェクト本部物流インフラ事業部)
(在ジャカルタ)

松　本　陽　介
プロジェクト本部
新事業領域開発部長

経営企画部企画室

向　井　義　明
出向[Atlatec,S.A.de C.V.Executive Vice President]
(プロジェクト本部プロジェクト開発第三部)
(在モンテレー/メキシコ)

メキシコ三井物産（有）社長
 兼 モンテレー出張所長 兼 バヒオ出張所長
（在メキシコシティ）

志　水　　　靖
モビリティ第一本部
交通プロジェクト部長

アジア・大洋州三井物産（株）
業務部戦略企画室長

宮　本　　　学 モビリティ第二本部長補佐
モビリティ第二本部
航空・交通事業部長

武　者　智　宏
モビリティ第二本部
航空・交通事業部長

人事総務部
人事企画室長

今　西　伸　一
人事総務部
人事企画室長

人事総務部
人事企画室

嶋　田　慎一郎
アジア・大洋州本部モビリティ商品本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）モビリティ商品本部長

モビリティ第一本部長補佐

増　田　裕　一
ベーシックマテリアルズ本部
ケミカル・リファイナリーインテグレーション事業部長

ベーシックマテリアルズ本部
メタノール・アンモニア事業部

八　田　　　直
ベーシックマテリアルズ本部
高機能化学品事業部長

三井物産(上海)貿易有限公司
基礎化学品第二部長

本　多　圭　介 ベーシックマテリアルズ本部長補佐
ベーシックマテリアルズ本部
メタノール・アンモニア事業部長

高　橋　裕　之
ベーシックマテリアルズ本部
メタノール・アンモニア事業部長

出向[MMTX Inc.Director]
再出向[Fairway Methanol LLC Senior Vice President]
(ベーシックマテリアルズ本部メタノール・アンモニア事業部)
(在ヒューストン)

浅　野　健　一

出向[MMTX Inc.Director]
再出向[Fairway Methanol LLC Senior Vice President]
(ベーシックマテリアルズ本部メタノール・アンモニア事業部)
(在ヒューストン)

ベーシックマテリアルズ本部

飯　島　　　徹
エネルギー第二本部
モザンビーク事業部長

出向［Mitsui & Co.Energy Marketing and Services
（USA）,Inc.Director,President & CEO］
（エネルギー第一本部ｅ＆ｉ(Energy&Innovation)部）
（在ヒューストン）
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梁　川　英　治

出向［Mitsui & Co.Energy Marketing and Services
（USA）,Inc.Director,President & CEO］
（エネルギー第一本部ｅ＆ｉ(Energy&Innovation)部)
（在ヒューストン）
(4月30日付　 Director,President & CEO就任予定)

事業統括部企画業務室
兼 投資総括室
兼 経営企画部企画室

廣　瀬　明　郎 流通事業本部長補佐
流通事業本部
マーチャンダイジング第一部長

浅　海　直　治
流通事業本部
マーチャンダイジング第一部長

出向[リテールシステムサービス（株）代表取締役社長]
(流通事業本部リテール事業第一部)
(在東京)

中　筋　浩　基
出向[リテールシステムサービス（株）代表取締役社長]
(流通事業本部リテール事業第一部)
(在東京)

出向[リテールシステムサービス（株）]
(流通事業本部リテール事業第一部)
(在東京)

倉　橋　雅　彦
コーポレートディベロップメント本部
物流事業部長

コーポレートディベロップメント本部 戦略企画室長
兼 次世代・機能推進業務企画業務室長

三　井　高　輝

出向[三井物産オルタナティブインベストメンツ（株）代表取締役社
長]
(コーポレートディベロップメント本部金融事業部)
(在東京)

次世代・機能推進業務部人事総務室長
兼 コーポレートディベロップメント本部人事総務室長

2019年6月1日付

藤　元　大　輔 フィナンシャルマネジメント第一部長

出向[Mitsui & Co.Power Development and Management
Americas,S.de R.L.de C.V.Member of the Board of Managers]
(機械・インフラ事業支援部)
(在メキシコシティ)
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