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2017年2月6日
丸紅株式会社

主要人事（4月1日付）

新 現

ＭＭＳＬジャパン（株）出向 (市場業務部長) 北川　宏基

（株）東武ストア出向 (営業経理部長) 西山　和伸

エスフーズ（株）出向 (財務部長) 湯浅　庸介

丸紅サービス（株）出向 (総務部長) 鍬村　浩一

穀物本部副本部長 (穀物本部副本部長
（兼）穀物本部業務室長)

熊田　秀伸

穀物第一部長 (穀物第一部長代理) 林　裕二

穀物本部長付部長 (穀物第一部長) 脊山　藤成

穀物第二部長 (丸紅ブラジル会社副社長) 宮内　和広

食品本部副本部長 (食品本部副本部長
（兼）食品本部業務室長)

笹岡　晃

ライフスタイル本部長付部長 (ライフスタイル本部業務室長) 稲冨　治郎

機能繊維部長 (機能素材部長) 片山　貴文

丸紅テクノラバー（株）出向 (ゴム部長) 園元　和貴

ヘルスケア・メディカル事業部副部長 (情報・物流・ヘルスケア本部業務室長) 横田　敏志

ＩＣＴビジネス第一部長 (ＩＣＴビジネス第一部副部長) 柴崎　秀紀

アルテリア・ネットワークス（株）出向 (ＩＣＴビジネス第一部長) 大橋　一登

ヘルスケア・メディカル事業部長 (丸紅アセアン会社) 笠井　信司

丸紅アセアン会社 (ヘルスケア・メディカル事業部長) 小林　隆
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生活産業グループ企画部
生活産業営業経理室
情報物流ヘルスケア・保険金融不動産経理
課長

(保険・金融・不動産本部業務室長) 上野　陽司

保険事業部長 (（株）マルニックス出向) 大川　達哉

（株）マルニックス出向 (保険事業部長) 菰口　徹

不動産開発事業部長 (ジャパン・リート・アドバイザーズ（株）
出向)

馬躰　純一

SHANGHAI HOUSE PROPERTY DEVELOPMENT CO.,
LTD. 出向

(住宅開発部長) 高橋　直之

保険事業部長代理 (不動産管理室長) 片倉　和孝

欧米事業部長 (農業化学品本部業務室長) 浅井　武志

アジア・大洋州事業部長 (無機・農業化学品部長) 山本　雄祐

素材グループ企画部副部長 (化学品本部業務室長) 田中　総介

ロスアンゼルス支店長 (紙パルプ本部業務室長) 岡田　誠

建材事業部長 (ＳＭＢ建材（株）出向) 相馬　一夫

DAISHOWA-MARUBENI INTERNATIONAL LTD.
出向

(紙パルプ本部副本部長) 飯田　智之

紙パルプ本部長付部長 (建材事業部長) 森川　誠

産業用紙部長 (産業用紙部副部長) 松村　浩

紙パルプ本部副本部長 (紙パルプ本部副本部長
（兼）産業用紙部長)

寺垣　毅

丸紅エネルギー（株）出向 (エネルギー第一本部業務室長) 石田　有紀彦

エネルギー・金属グループ企画部長代理 (エネルギー第二本部業務室長) 豊田　浩正

鉄鋼製品事業本部長
（兼）金属資源本部副本部長

(鉄鋼製品事業本部長
（兼）金属資源本部副本部長
（兼）鉄鋼製品事業本部業務室長)

井ノ上　雅弘
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非鉄金属原料部長 (非鉄地金・原料部長) 秋山　邦彦

丸紅メタル（株）出向 (金属資源関連事業部長) 小澤　忠司

ＩｏＴ・新エネルギーソリューション事業
推進部長

(電力本部業務室長) 栗原　聖之

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) 成田　正士

電力本部長付部長 (海外電力プロジェクト第四部長) 丸尾　寿宏

欧州支配人補佐 (エネルギー・環境インフラ本部業務室長) 平野　智彦

丸紅テクマテックス（株）出向 (プラント本部副本部長) 中川　寛

プラント本部副本部長 (プラント本部副本部長
（兼）プラント本部業務室長)

飯田　雅彦

プラント・プロジェクト部長 (エネルギーインフラプロジェクト部副部長) 根岸　邦夫

プラント本部長付部長 (産業プラント部長) 甲斐　健太郎

エネルギーインフラプロジェクト部長 (エネルギーインフラプロジェクト部長代理) 河田　勝

航空・船舶本部長付 (航空・船舶本部業務室長) 島田　仁

航空宇宙・防衛システム部長 (MARUBENI AEROSPACE AMERICA CORPORATION
出向)

岡﨑　徹

MARUBENI AVIATION PARTS TRADING LLC
出向

(航空宇宙・防衛システム部長) 上瀧　彰

自動車・リース事業本部副本部長 (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)

大室　勝秀

設備機械部長 (建機・産機本部業務室長) 山川　雅久

丸紅アセアン会社 (建機・産機本部副本部長
（兼）設備機械部長)

馬場　茂之

建設機械部長 (汎用機器部長) 若森　進

建機・産機本部副本部長 (建機・産機本部副本部長
（兼）建設機械部長)

板井　二郎
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産業機械部長 (環境・産業機械部長) 岩島　弘和

那覇支店長 (丸紅ベトナム会社副社長) 坂上　勉

ミツハシ・丸紅ライス（株）出向 (那覇支店長) 木田　岳美

丸紅カナダ会社社長 (MARUBENI AGRO MACHINERY HOLDING LIMITED
出向)

石井　能成

米州統括補佐 (米州統括補佐
（兼）丸紅カナダ会社社長)

稲尾　圭吾

丸紅メキシコ会社社長 (ゴム部副部長) 渥美　貴之

ケレタロ支店長 (設備機械部 工作機械課長) 倉地　浩司

リスボン出張所長 (ルアンダ出張所長) 小野　康信

ナイロビ支店長
（兼）アジスアベバ出張所長

(産業プラント部長代理) 森　充範

ナイロビ支店 (ナイロビ支店長
（兼）アジスアベバ出張所長)

坂梨　正典

ルアンダ出張所長 (マプト出張所長) 豊田　篤宣

サブサハラデスク
（兼）マプト出張所長

(産業プラント部 産業プラント第二課長) 福西　浩一

ドバイ出張所長 (リヤド支店) 山内　伸

（社）関西経済連合会出向 (ドバイ出張所長) 永本　剛

バグダッド支店長
（兼）アンマン出張所長

(中東
（兼）トリポリ出張所長)

江上　隆司

（社）日本在外企業協会出向 (バグダッド支店長
（兼）アンマン出張所長)

多田　一郎

カイロ支店長
（兼）トリポリ出張所長

(カイロ支店長) 稲田　悌志

B-QUIK CO., LTD. 出向 (南西アジア支配人
（兼）丸紅インド会社社長
（兼）チェンナイ出張所長)

都竹　一郎

クチン出張所長 (紙パルプ本部業務室) 斎藤　一哉
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クアラルンプール支店 (クチン出張所長
（兼）シブ出張所長)

山西　隆介

カラチ支店長
（兼）ラホール出張所長
（兼）イスラマバード出張所長

(自動車第二部長付) 末松　徹也

プラント本部長付 (カラチ支店長
（兼）ラホール出張所長
（兼）イスラマバード出張所長)

牛丸　公大

丸紅広州会社社長 (自動車第二部長代理) 樋口　賢一

自動車・リース事業本部長付部長 (丸紅広州会社社長) 木全　真人

丸紅韓国会社社長 (エネルギー・環境インフラ本部副本部長) 立川　健介

化学品本部 (丸紅韓国会社社長) 廣江　正

ウランバートル出張所長 (（社）関西経済連合会出向) 小野　和之

丸紅上海会社 (ウランバートル出張所長) 吉田　睦
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