
2020年2月20日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2020年4月1日付 ）

ﾐｳﾗ   ｼｮｳｼﾞ

伊藤忠人事総務サービス株式会社 執行役員 三浦  省司

代表取締役社長 ブランドマーケティング第一部門長

ﾊｼﾓﾄ  ﾉﾘﾔ

繊維経営企画部長 繊維経営企画部長 橋本  徳也

(兼)ブランドマーケティング第二部門長代行 (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｲｼﾀﾞ  ﾄｼﾔ

ブランドマーケティング第二部門長補佐 ブランドマーケティング第三部長 石田  俊哉

ﾀﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ

ファッションアパレル第一部長 業務部 俵  修一

ｵｵﾑﾛ  ﾘﾖｳﾏ

ファッションアパレル第三部長 北米繊維部門長 大室  良磨

(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC

　　(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ｵｶﾑﾗ  ﾄｼｱｷ

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一部長代行 岡村  俊明

ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ

ブランドマーケティング第二部長 コンバースフットウェア株式会社 北島  義典

(兼)ブランドマーケティング第二部 代表取締役社長

　　ブランドマーケティング第三課長

ﾓﾄｽﾅ  ﾖｼｷ

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二部長 元砂  洋志樹

人事異動
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（新） （旧） 　

ｶﾐｶﾜ  ﾀﾂﾔ

繊維資材・ライフスタイル部長 繊維資材・ライフスタイル部長代行 上川  辰也

(兼)繊維資材・ライフスタイル部

　　繊維資材・ライフスタイル第四課長

ﾖｼｶﾜ  ﾅｵﾋｺ

プラント・船舶・航空機部門長代行 北米CAO(兼)経営企画部長 吉川  直彦

(兼)伊藤忠カナダ会社社長

ｵｶﾀﾞ  ﾂﾖｼ

プラント・船舶・航空機部門長補佐 電力プロジェクト部長 岡田  剛

ｳｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

自動車・建機・産機部門長代行 建機・産機部長 牛島  浩

(兼)建機・産機部長

ｶﾆ    ﾀｸｼﾞ

自動車・建機・産機部門長補佐 いすゞモビリティ部長 可児  卓治

(兼)いすゞモビリティ部長

ﾋｶﾞｼﾔﾏｴｲｲﾁﾛｳ

都市環境・電力インフラ部長 プラント・プロジェクト部長 東山  英一郎

ｻﾜｷ   ﾖｼﾋﾛ

自動車モビリティ第二部長 自動車・建機・産機部門企画統括課長 佐脇  由宏

ﾀﾉ    ｵｻﾑ

金属資源部門長補佐 石炭・原子燃料部長 田野  治

(兼)石炭・原子燃料部長

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

化学品部門長代行 アジア・大洋州 林  英範

エネルギー・化学品グループ長

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾏﾂﾓﾄ  ﾂﾖｼ

石油・ＬＰガス貿易部長 石油・ＬＰガス貿易部長代行 松本  強
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（新） （旧） 　

ﾔﾏﾀﾞ  ﾃﾂﾔ

石油・ガス開発部長 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

ﾌｸｲ   ｹﾝ

基礎原料化学品部長 基礎原料化学品部長代行 福井  健

(兼)基礎原料化学品部基礎原料課長

ｵﾉ    ﾕｳｲﾁﾛｳ

工業原料化学品部長 工業原料化学品部長代行 小野  雄一郎

(兼)工業原料化学品部工業原料課長

ｲﾏﾑﾗ  ｹｲｲﾁ

電力・ユーティリティービジネス部長 エネルギー部門長補佐 今村  敬一

ﾑﾗｾ   ﾋﾛｱｷ

次世代エネルギービジネス部長 工業原料化学品部電池ビジネス課長 村瀬  博章

ｸﾗﾀﾆ  ﾋﾛﾕｷ

生鮮食品部門長代行 畜産部長 倉谷  洋之

(兼)生鮮食品第二部長

ｸﾗﾀ 　ｲﾁﾛｳ

食品流通部門長代行 株式会社ファミマデジタルワン 取締役 藏田  一郎

ｵｵｷﾀ  ﾏｻﾋｺ

油脂・カカオ部長 北米食料部門長代行 大北  昌彦

ﾀﾁｶﾜ  ﾖｼﾋﾛ

飼料・穀物部長 日本ニュートリション株式会社 立川  義大

代表取締役社長

ﾅｶﾑﾗ  ｼｹﾞｵ

生鮮食品第一部長 水産部長 中村  茂雄

ﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾃﾞﾋﾛ

生鮮食品第三部長 Dole Packaged Foods, LLC 田辺  秀洋
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（新） （旧） 　

ﾀｶｻｶ  ﾕｳｽｹ

建設・不動産部門長補佐 建設第一部長 高坂  勇介

(兼)建設第一部長

ｶﾀｵｶ  ｱｷﾋﾄ

生活資材部長 アジア・大洋州住生活グループ長 片岡  昭人

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾎﾘｳﾁ  ﾏｻﾄ

情報・通信部門長代行 情報産業ビジネス部長 堀内  真人

ｶﾜｳﾁﾉ 　ﾔｽﾋﾄ

金融・保険部門長代行 保険ビジネス部長 川内野  康人

(兼)保険ビジネス部長

ｱｻﾉ　 ﾃﾂﾔ

情報産業ビジネス部長 情報・通信部門企画統轄課長 浅野  哲也

ｲｼﾀﾞ  ﾜﾀﾙ

通信・モバイルビジネス部長 通信・モバイルビジネス部 石田  亘

通信・モバイルビジネス第二課長

ﾏﾂｵ   ﾋﾃﾞﾄｼ

金融ビジネス部長 金融ビジネス部長代行 松尾  英俊

(兼)金融ビジネス部金融ビジネス第一課長

ﾄﾞｲ  ﾕｳｲﾁﾛｳ

富山支店長 金属資源部門長補佐 土井 裕一朗

(兼)富山支店管理室長

ﾀﾅｶ   ﾕｷｵ

九州支社金属部長 東北支社金属・エネルギー部長代行 田中  之雄

(兼)九州支社金属部リサイクル開発課長 (兼)東北支社金属・エネルギー部

　　石炭・エネルギー課長

ｺﾊﾗ   ﾋﾃﾞｼ

中四国支社食料部長 ユニー株式会社 小原  秀志

(兼)中四国支社食料部食品課長
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（新） （旧） 　

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

東北支社金属部長 東北支社金属・エネルギー部長 中澤  穣

(兼)東北支社金属部石炭課長

ｻｻｷ 　　ﾏｻﾋｺ

東北支社エネルギー・化学品部長 株式会社ジャパンガスエナジー 佐々木  雅彦

(兼)東北エネルギー・化学品課長

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

北米繊維部門長 ファッションアパレル第三部長代行 渡辺  雅之

(兼)ITOCHU PROMINENT USA LLC

　　(CHAIRMAN，PRESIDENT & CEO)

ｶﾜｼﾏ  ﾖｼﾋﾛ

中南米総支配人補佐 伊藤忠オートモービル株式会社 川島  美裕

(兼)伊藤忠中南米会社社長 (兼)自動車モビリティ第一部

ｷﾑﾗ 　ｶﾂﾋｺ

中南米総支配人補佐 経営企画担当 伊藤忠ブラジル会社 木村  勝彦

(兼)伊藤忠ブラジル会社

ｸﾛｲﾜ  ﾏﾎﾛ

リマ事務所長 いすゞリーシングサービス株式会社 黒岩  真帆呂

取締役

ｶﾜｶﾐ  ﾃﾂｼﾞ

欧州総支配人補佐 経営企画担当 欧州住生活グループ長 川上  哲司

(兼)伊藤忠欧州会社 (兼)伊藤忠欧州会社

ﾅｶﾆｼ  ﾄｼﾋﾛ

欧州総支配人補佐 開発担当 電力プロジェクト部長代行 中西  利博

(兼)伊藤忠欧州会社

ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕﾀｶ

欧州住生活グループ長 European Tyre Enterprise Limited. (COO) 金原  裕

(兼)伊藤忠欧州会社

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ

伊藤忠イタリー会社社長 株式会社ベイクルーズ 渡邊  勝

(兼)欧州繊維グループ

ｵｻﾞｷ  ﾕﾀｶ

ブカレスト事務所長 ブカレスト事務所長代行 尾﨑  寛
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（新） （旧） 　

ｶﾜﾀ   ﾓﾄﾋﾛ

伊藤忠チュニジア会社社長 伊藤忠チュニジア会社副社長 河田  大礼

ｺﾏﾂ   ｻﾄﾙ

伊藤忠ナイジェリア会社社長 アジア・大洋州繊維グループ 小松  哲

(兼)ヤンゴン事務所

ﾐﾑﾗ   ｺﾞｳ

東アジア繊維グループ長 ファッションアパレル第一部長 三村  剛

(兼)伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司(董事長)

ｶﾄｳ   ﾃﾂﾔ

東アジア機械グループ長 自動車モビリティ第一部長代行 加藤  徹也

(兼)上海伊藤忠商事有限公司

ﾃﾂﾞｶ  ｹﾝ

東アジア金属グループ長 天津物産天伊国際貿易有限公司 手塚  健

(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司 (副総経理)

(兼)天津物産天伊国際貿易有限公司 (兼)東アジア金属グループ長

　　(副総経理)

ﾆｼﾑﾗ  ｺｳｲﾁﾛｳ

東アジア情報・金融グループ長 通信・モバイルビジネス部長代行 西村  耕一郎

(兼)伊藤忠香港会社

(兼)ITOCHU FINANCE（ASIA）LTD.

　　(MANAGING DIRECTOR)

ﾔｽﾗ   ﾕｳｲﾁ

アジア・大洋州 工業原料化学品部長代行 安良  雄一

エネルギー・化学品グループ長

(兼)伊藤忠シンガポール会社

ﾔｼﾞﾏ   ﾋｻｼ

アジア・大洋州住生活グループ長 ABP (PRESIDENT DIRECTOR) 矢島  久嗣

(兼)伊藤忠シンガポール会社

(兼)ABP (PRESIDENT DIRECTOR)

ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｵ

マニラ支店長 プラント・船舶・航空機部門 篠原  孝夫

ｶﾉｳ   ﾃﾂﾛｳ

ダッカ事務所長 ブランドマーケティング第三部 狩野  哲郎

ブランドマーケティング第六課長
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（新） （旧） 　

ﾔﾏﾄ   ﾉｿﾞﾑ

アルマトィ事務所長 伊藤忠プランテック株式会社 山戸  望

ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

アシガバット事務所長 自動車・建機・産機部門長補佐 西澤  善弘

ｺﾆｼ   ｹｲｼﾞ

コンバースジャパン株式会社 コンバースフットウェア株式会社 小西  啓司

代表取締役社長 取締役

ｽﾐﾀﾞ  ｹｲｲﾁ

伊藤忠オートモービル株式会社 自動車モビリティ第二部長代行 隅田  慶一

代表取締役社長

ｲﾃﾞ  ﾕﾀｶ

株式会社ＧＬコネクト 株式会社ＧＬコネクト 井出  豊

代表取締役社長

ﾋﾗｶﾞ  ﾀｸﾐ

CIECO Energy Service (UK) Limited 石油・ＬＰガス貿易部長 平賀  匠

(PRESIDENT & CEO)

ﾓﾘﾀ   ﾋﾛｼ

ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd. ファッションアパレル第三部長 森田  洋

(MANAGING DIRECTOR)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ

BIC (董事(兼)総経理) 化学品部門長補佐 中嶋  政文

ｶﾜｲ  ｶｽﾞｼ

COSMOS HKG (MANAGING DIRECTOR) COSMOS HKG 河井  一心

ﾃﾗｳﾁ  ｶｵﾘ

I-ENVIRONMENT INVESTMENTS PACIFIC PTY LTD 電力プロジェクト部 寺内  香織

(MANAGING DIRECTOR) 電力プロジェクト第二課長代行

(兼)アジア・大洋州機械グループ

(兼)伊藤忠豪州会社
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（新） （旧） 　

（ 2020年5月1日付 ）

ｶﾂｷ   ﾄｼﾔ

ファッションアパレル部門長補佐 東アジア総代表補佐 経営企画担当 香月  俊哉

(兼)東アジア経営企画グループ長

(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司

ﾓﾘ  ﾂﾈﾀｶ

東アジア総代表補佐(華北担当) 東アジア総代表補佐(華北担当) 森  常隆

(兼)東アジア総代表補佐 経営企画担当 (兼)伊藤忠(中国)集団有限公司総経理

(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司総経理

(兼)東アジア経営企画グループ長

ﾄﾖﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ

アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 豊田  雄一

(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ管掌付

以　上
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