
2018年2月6日
丸紅株式会社

主要人事（4月1日付）

新 現

(株)ベニレイ出向 (監査役室長) 山田　哲男

アイ・シグマ・キャピタル(株)出向 (監査部長) 渡辺　昭彦

丸紅ＩＴソリューションズ(株)出向 (情報企画部長) 徳田　幸次

穀物海外事業部長 (生活産業グループ企画部副部長) 富倉　昌弘

ＣＧＴＩ事業部長 (穀物第一部長) 林　裕二

穀物本部 (ガビロン事業部長) 中野　和典

食品事業部長 (食品流通部副部長) 伊藤　大輔

食品原料部長 (食品原料部長代理) 竹島　智春

水産部長 (水産部副部長) 大芦　弘一

(株)ベニレイ出向 (水産部長) 矢野　雅之

ライフスタイル第一部長 (ファッションアパレル部長) 向　浩一

ライフスタイル第二部長 (物資・フットウェア部長) 出村　健

ＩＣＴビジネス第二部長 (生活産業グループ企画部副部長) 小林　徹

保険・金融・不動産本部副本部長
(兼)保険事業部長

(保険・金融・不動産本部副本部長) 清瀬　文昭

丸紅アセアン会社 (保険事業部長) 大川　達哉

アグリインプット事業部長 (欧米事業部長) 浅井　武志
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新 現

基礎化学品第一部長 (スペシャリティケミカル事業部長) 正富　竜一

基礎化学品第二部長 (塩ビアルカリ部長) 渡辺　照正

機能化学品第二部長 (アジア・大洋州事業部長) 山本　雄祐

丸紅プラックス(株)出向 (石油化学・合成樹脂部長) 相馬　伸一郎

チップ・建材部長 (PT MUSI HUTAN PERSADA出向) 下田　茂

紙パルプ本部長付部長 (建材事業部長) 相馬　一夫

パッケージ事業部長 (産業用紙部長) 松村　浩

印刷・情報用紙部長 (印刷・情報用紙部長代理) 大野　秀樹

丸紅紙パルプ販売(株)出向 (印刷・情報用紙部長) 大日方　直樹

エネルギー本部長付部長 (産業エネルギー部長) 吉田　裕之

新エネルギー開発・関連事業部長 (エネルギー関連事業部長代理) 藤本　洋一

鉄鉱石・石炭部長 (パース支店長) 原野　一成

金属資源本部長付 (鉄鉱石・石炭部長) 遠山　和実

非鉄金属原料部長 (非鉄金属原料部副部長) 山口　裕文

丸紅テツゲン(株)出向 (非鉄金属原料部長) 秋山　邦彦

電力ＩｏＴ・ソリューション事業部長 (ＩｏＴ・新エネルギーソリューション事業
推進部長)

栗原　聖之

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五部長) 原田　悟
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新 現

PIC GROUP, INC.出向 (海外電力プロジェクト第三部長) 水野　博通

丸紅トランスポートエンジニアリング(株)
出向

(プラント本部副本部長
(兼)交通・インフラプロジェクト部長)

飯田　雅彦

プラント・プロジェクト部長 (サブサハラデスク所長) 山口　茂

海洋事業室長 (ジャカルタ支店長) 佐藤　興文

プラント本部長付 (海洋事業室長) 池田　剛

交通・インフラプロジェクト部長 (交通・インフラプロジェクト部副部長) 井上　英樹

交通プロジェクト推進室長 (交通プロジェクト推進室副室長) 山崎　誠

プラント本部長付部長 (交通プロジェクト推進室長) 友実　啓

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) 千葉　誠二郎

AGS-ADMINISTRACAO E GESTAO DE SISTEMAS DE
SALUBRIDADE, S.A.出向

(環境インフラプロジェクト部長) 栗岡　武史

丸紅オートモーティブ(株)出向 (輸送機グループ企画部長) 関根　豊

エムジーリース(株)出向 (自動車・リース事業本部副本部長) 大室　勝秀

アセットマネジメント室長 (丸紅米国会社) 西崎　宙

自動車第一部長 (MARUBENI AUTO INVESTMENT (UK) LTD.出向) 吉本　雄紀

自動車第二部長 (自動車第二部副部長) 近藤　一弘

MARUBENI AUTO INVESTMENT (UK) LTD.出向 (自動車第二部長) 石井　尚徳

建設機械第一部長 (建設機械部長) 若森　進

建設機械第二部長 (建設機械部副部長) 福井　敬
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新 現

産業設備部長 (MARUBENI CITIZEN-CINCOM INC.出向) 小池　浩二

産業システム事業部長 (産業機械部長代理) 蛭子屋　公一

北海道支社長 (三菱地所コミュニティ(株)出向) 森谷　和徳

保険・金融・不動産本部 (北海道支社長) 三川　亮

静岡支店長 (設備機械部長) 山川　雅久

浜松支店長 (MARUBENI AUTO INVESTMENT (CANADA) INC.
出向)

大西　一徳

自動車第二部 (浜松支店長) 鈴木　正彦

九州支社長 (インドネシア代表
(兼)丸紅インドネシア会社社長)

福田　知史

丸紅エネルギー(株)出向 (九州支社長) 本郷　孝博

リオ・デ・ジャネイロ支店長
（兼）サルバドル出張所長

(リオ・デ・ジャネイロ支店) 辻　洋司

鉄鉱石・石炭部副部長 (リオ・デ・ジャネイロ支店長
（兼）サルバドル出張所長)

螺良　尚武

丸紅テクノシステム(株)出向 (欧阿ＣＩＳ統括補佐) 宮澤　弘行

アテネ出張所長 (船舶第二部副部長) 中村　高志

船舶部 営業第一課長 (アテネ出張所長) 細川　暢希

テルアビブ出張所長 (市場業務部副部長) 佐野　智哉

ＣＩＳ支配人補佐
(兼)モスクワ支店長

(プラント本部長付部長) 峰﨑　尚高

(社)東北経済連合会出向 (サンクトペテルブルグ出張所長) 芦谷　康弘

丸紅ナイジェリア会社社長 (化学品本部長付) 山田　昌弘
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新 現

市場業務部 北海道業務課長 (丸紅ナイジェリア会社社長) 堀内　学

ルアンダ出張所長 (サブサハラデスク
(兼)マプト出張所長)

福西　浩一

アフリカ統括付
(兼)マプト出張所長

(アフリカ支配人補佐) 雲財　信

サブサハラデスク所長 (ルアンダ出張所長) 豊田　篤宣

丸紅イラン会社社長 (丸紅プロテックス(株)出向) 長島　公一

ドバイ出張所長 (ヨハネスブルグ支店副支店長) 郷間　寿明

建設機械第二部 建設機械第四課長 (ドバイ出張所長) 山内　伸

アセアン・南西アジア統括室長 (エネルギー関連事業部長) 森　稔弘

市場業務部副部長 (アセアン・南西アジア統括室長) 可部谷　徹

インドネシア代表
(兼)丸紅インドネシア会社社長

(PIC GROUP, INC.出向) 馬宮　健

ヤンゴン支店長 (プラント・プロジェクト部長) 根岸　邦夫

ジャカルタ支店長 (プラント・プロジェクト部副部長) 高村　東里

化学品本部 (中国副総代表
(兼)丸紅北京会社社長)

堀　嘉剛

プラント本部 (中国副総代表
(兼)丸紅香港華南会社社長)

谷口　悦一

丸紅北京会社社長 (丸紅北京会社) 平野　雅之

パース支店長 (鉄鉱石・石炭部副部長) 辰馬　正

丸紅ニュージーランド会社社長 (広報部副部長) 橋本　尚

紙パルプ本部長付部長 (丸紅ニュージーランド会社社長) 神戸　資元
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