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2016年 2月 5日 

丸紅株式会社 

 

主要人事（4 月 1 日付） 

 

新 （現）   

日清丸紅飼料（株）出向 （コンプライアンス統括部長）  中木 康博 

食品流通部長 （水産部長） 

 

 三木 智之 

 

国分首都圏（株）出向 （食品流通部長） 

 

 猪 忠孝 

 

水産部長 （水産部副部長） 

 

 矢野 雅之 

丸紅インテックス（株）出向 （ライフスタイル本部副本部長）  瀧川 裕次 

ライフスタイル本部業務室長 （ライフスタイル本部業務室副室長） 

 

 稲冨 治郎 

（株）丸紅フットウェア出向 （ライフスタイル本部副本部長 

（兼）ライフスタイル本部業務室長） 

 

山本 裕之 

ファッションアパレル部長 （MARUBENI TEXTILE (SHANGHAI) CO.,LTD.出向） 

 

向 浩一 

丸紅ファッションプラニング（株）出向 （ファッションアパレル第二部長） 

 

渡邊 淳 

機能アパレル部長 （ライフスタイル本部長付部長）  岩松 正剛 

情報・物流・ヘルスケア本部業務室長 （情報・物流本部業務室副室長）  横田 敏志 

保険・金融・不動産本部業務室長 （保険・不動産本部業務室副室長）  上野 陽司 

金融・不動産投資事業部長 （輸送機グループ企画部副部長） 

 

山本 哲司 

ヘレナ事業本部業務室 （ヘレナ事業本部業務室長） 

 

八木 康雄 

化学品本部業務室長 （素材グループ企画部長代理） 

 

田中 総介 
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塩ビアルカリ部長 （塩ビアルカリ部副部長）  青戸 康広 

ヒューストン支店長 （塩ビアルカリ部長）  平澤 暢人 

無機・農業化学品部長 （無機・農業化学品部副部長）  山本 雄祐 

MARUBENI MYANMAR FERTILIZER CO., LTD 出向 （無機・農業化学品部長）  赤井 隆司 

スペシャリティケミカル事業部長 （化学品本部業務室長）  正富 竜一 

丸紅米国会社 （機能化学品部長）  石嶋 達郎 

丸紅プラックス（株）出向 （電子材料部長）  篠田 聡夫 

参与 丸紅ユティリティ・サービス（株）出向 （参与 エネルギー・金属グループ企画部長） 浅見 加津明 

天然ガス第一部長 （石油貿易部長）  鈴木 康昭 

天然ガス第二部長 （経営企画部副部長）  西村 朋美 

石油・ＬＰＧ貿易部長 （ＬＰＧ部長代理） 

 

佐野 智哉 

エネルギー関連事業部長 （エネルギー関連事業部長代理） 

 

森 稔弘 

参与 エネルギー第一本部副本部長 （参与 エネルギー第一本部副本部長 

（兼）エネルギー関連事業部長） 

 

川野 光一郎 

エネルギー第二本部業務室長 

 

（MARUBENI NORTH SEA LIMITED 出向） 豊田 浩正 

丸紅ユティリティ・サービス（株）出向 （エネルギー第二本部業務室長）  大坪 靖之 

石油・ガス開発第一部長 （石油・ガス開発部長代理） 

 

内田 浩一 

石油・ガス開発第二部長 （天然ガス第二部長）  鈴木 伊佐男 

エネルギー第一本部長付部長 （石油・ガス開発部長）  佐藤 尚悦 
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欧州支配人補佐 （エネルギー第二本部副本部長 

（兼）サハリン開発部長） 

 

高橋 明彦 

原子燃料第一部長 （原子燃料第一部副部長）  藤岡 淳 

金属資源本部業務室長 

 

（石炭部長）  岩間 耕司 

鉄鉱石・石炭部長 （鉄鉱石部副部長）  遠山 和実 

鉄鋼原料事業部長 （MARUBENI IRON ORE AUSTRALIA PTY. LTD.出向） 児玉 智晴 

MARUBENI IRON ORE AUSTRALIA PTY. LTD.出向 （鉄鉱石部長）  手塚 丈二 

軽金属部長 （軽金属部副部長）  田口 誠二 

電力本部業務室長 （電力本部業務室副室長）  栗原 聖之 

海外電力プロジェクト第一部長 （海外電力プロジェクト第一部長代理） 

 

後藤 広樹 

PIC GROUP, INC. 出向 （海外電力プロジェクト第一部長） 

 

馬宮 健 

海外電力プロジェクト第二部長 

 

（海外電力プロジェクト第二部副部長） 

 

篠 衆雄 

MARUBENI ASIAN POWER SINGAPORE PTE. LTD.出向 

 

（海外電力プロジェクト第二部長） 宮本 勝巳 

海外電力プロジェクト第三部長 （海外電力プロジェクト第三部副部長）  水野 博通 

海外電力プロジェクト第四部長 

 

（海外電力プロジェクト第四部副部長）  丸尾 寿宏 

電力本部副本部長 （電力本部副本部長 

（兼）海外電力プロジェクト第四部長） 

 

横田 善明 

海外電力プロジェクト第五部長 （海外電力プロジェクト第五部副部長）  原田 悟 

MARUBENI EUROPOWER LIMITED.出向 

 

（海外電力プロジェクト第五部長）  澤田 浩幸 

国内電力プロジェクト部長 （国内電力プロジェクト部副部長） 

 

幾島 渉 
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環境インフラプロジェクト部長 （環境インフラプロジェクト部副部長）  栗岡 武史 

エネルギー・環境インフラ本部副本部長 

（兼）エネルギーインフラプロジェクト部長 

（エネルギー・環境インフラ本部副本部長 

（兼）エネルギー・化学プラント部長） 

 

土方 英治 

プラント本部長付部長 （プラントエンジニアリング部長）  長島 公一 

交通・インフラプロジェクト部長 

（兼）交通プロジェクト推進室長 

 

（交通プロジェクト推進室長） 

 

友実 啓 

航空・船舶本部業務室長 （航空機・船舶本部業務室長）  島田 仁 

自動車・リース事業本部副本部長 

（兼）自動車・リース事業本部業務室長 

 

（自動車・リース事業本部副本部長）  大室 勝秀 

MAI HOLDING LLC 出向 （自動車・リース事業本部副本部長 

（兼）自動車・リース事業本部業務室長） 

 

田中 晶 

自動車第二部長 （自動車第二部副部長）  石井 尚徳 

リース事業部長 （リース事業部副部長）  川邉 太郎 

建機・産機本部業務室長 （建設・産業機械本部業務室長）  山川 雅久 

汎用機器部長 （農業機械部副部長）  若森 進 

MARUBENI AGRO MACHINERY HOLDING LIMITED 出向 

 

（農業機械部長）  石井 能成 

北海道支社長 （保険・不動産本部副本部長 

（兼）保険・不動産本部業務室長） 

 

三川 亮 

東北支社長 （国内電力プロジェクト部長代理） 

 

苅部 桂太 

監査部内部監査第二課 

 

（静岡支社副支社長）  佐藤 典靖 

名古屋支社副支社長 （国内電力プロジェクト部長代理）  大西 英一 

化学品本部長付 （名古屋支社副支社長）  齋藤 哲昭 
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中国支社長 

 

（ヒューストン支店）  貞益 徹 

九州支社副支社長 （丸紅台湾会社）  藤井 洋 

丸紅テクノシステム（株）出向 （九州支社副支社長） 

 

佐藤 正明 

南米支配人補佐 

（兼）丸紅チリ会社社長 

 

（エネルギー・環境インフラ本部副本部長） 尾崎 健二 

環境インフラプロジェクト部 （南米統括補佐（兼）丸紅チリ会社社長） 桜庭 敬介 

ウラジオストク出張所長 

（兼）ハバロフスク出張所長 

（兼）ユジノサハリンスク出張所長 

 

（市場業務部欧州・ＣＩＳチーム長）  永田 賢祐 

市場業務部欧州・ＣＩＳチーム長 （ウラジオストク出張所長 

（兼）ハバロフスク出張所長 

（兼）ユジノサハリンスク出張所長） 

 

有東 光晃 

アスタナ出張所長 

（兼）アルマティ出張所長 

（エネルギー・化学プラント部 

エネルギー・化学プラント第一課長） 

 

安藤 研 

エネルギーインフラプロジェクト部長代理 （アスタナ出張所長 

（兼）アルマティ出張所長） 

 

河合 光 

丸紅ナイジェリア会社社長 （市場業務部長代理）  堀内 学 

丸紅インドネシア会社 （丸紅ナイジェリア会社社長）  武田 雅道 

アクラ出張所長 （環境・産業機械部長代理）  藤澤 章 

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE 出向 （アクラ出張所長）  豊島 求希 

参与 丸紅イラン会社社長 （プラント本部副本部長）  佐藤 誠 

建設機械部長付 （丸紅イラン会社社長）  生貝 寿夫 

アブダビ支店長 （ＬＰＧ部長）  加藤 靖 
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ドーハ支店長 （天然ガス第一部長）  羽藤 俊昭 

クウェート出張所長 （エネルギー・環境インフラ本部長付）  品川 豊 

ＩＣＴビジネス第一部 （クウェート出張所長）  森田 茂 

カイロ支店長 （リース事業部長）  稲田 悌志 

市場業務部 （カイロ支店長）  工藤 登一 

イスタンブール支店長 

（兼）アンカラ出張所長 

 

（丸紅米国会社副社長） 

 

宮脇 洋文 

イスタンブール支店 （イスタンブール支店長 

（兼）アンカラ出張所長） 

 

与縄 伸一 

アセアン・南西アジア統括室長 

 

（経営企画部副部長）  可部谷 徹 

丸紅ベトナム会社社長 

 

（ベトナム代表 

（兼）ハノイ支店長 

（兼）ホーチミン支店長） 

 

相良 博英 

丸紅ベトナム会社副社長 （丸紅ベトナム会社社長）  坂上 勉 

インドネシア代表 

（兼）丸紅インドネシア会社社長 

 

（国内電力プロジェクト部長）  福田 知史 

丸紅フィリピン会社社長 

 

（電力本部副本部長 

（兼）電力本部業務室長） 

 

多胡 直人 

丸紅アセアン会社 

（兼）シンガポール支店長 

 

（軽金属部長）  西田 浩之 

AGROVISTA B.V.出向 （丸紅アセアン会社 

（兼）シンガポール支店長） 

 

出口 洋一郎 

クアラルンプール支店長 

（兼）ダガントゥルス社社長 

 

（丸紅ケミックス（株）出向）  中山 昌邦 
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プノンペン出張所長 （機能アパレル部長）  川勝 篤 

ヤンゴン支店長 （交通・インフラプロジェクト部長）  小川 良典 

電力本部長付部長 （ヤンゴン支店長）  黒田 浩司 

ネピドー出張所長 （市場業務部長代理） 

 

久保 惣介 

MAYNILAD WATER SERVICES, INC.出向 

（兼）マニラ支店長 

（環境インフラプロジェクト部 

環境インフラ第一チーム） 

 

池田 大助 

環境インフラプロジェクト部 

環境インフラ第一チーム 

（MAYNILAD WATER SERVICES, INC.出向 

（兼）マニラ支店長） 

 

佐貫 光 

丸紅インド会社副社長 

（兼）ムンバイ支店長 

 

（自動車第二部長）  高林 孝彦 

ムンバイ支店 （ムンバイ支店長）  岩崎 伸寛 

ダッカ支店長 

（兼）チッタゴン出張所長 

 

（海外電力プロジェクト第一部長代理） 

 

富岡 彰久 

市場業務部長代理 

 

（ダッカ支店長 

（兼）チッタゴン出張所長） 

 

佐野 智哉 

メルボルン支店長 （電子材料部長代理） 

 

呉 常源 

スペシャリティケミカル事業部長代理 （メルボルン支店長）  團 雅義 

ハバナ出張所長 （自動車第二部長付）  林 明宏 

 

以  上 


