
2019年2月7日

丸紅株式会社

主要人事（4月1日付）

新 (現)

ライフスタイル戦略企画室長 (京都丸紅(株)出向) 梅島　義之

リテール事業部長 (MARUBENI TEXTILE (SHANGHAI) CO.,LTD.出向) 勝又　健

ライフスタイル本部長付部長 (ライフスタイル第一部長) 向　浩一

ブランドマーケティング部長 (ライフスタイル第二部長) 出村　健

丸紅情報システムズ(株)出向 (情報・物流・ヘルスケア本部副本部長) 佐藤　由浩

情報・不動産本部　事業開発室長 (金融・不動産投資事業部長代理) 柏村　真直

ＩＣＴビジネス第一部長 (MEDI LINX LABORATORY, INC.出向) 脇田　英彦

ＩＣＴビジネス第二部長 (ＩＣＴビジネス第一部長) 柴崎　秀紀

丸紅ＯＫＩネットソリューションズ(株)出向 (ＩＣＴビジネス第二部長) 小林　徹

不動産投資事業部長 (丸紅米国会社) 金子　英二

丸紅都市開発(株)出向 (金融・不動産投資事業部長) 山本　哲司

フォレストプロダクツ戦略企画室長 (パッケージ事業部副部長) 増野　浩一

パルプ部長 (パルプ部副部長) 堀田　孝弘

パッケージ事業部長 (素材グループ企画部副部長) 下司　功一

食料戦略企画室長 (食料グループ企画部副部長) 井上　広児
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新 (現)

食料・アグリ・化学品グループ (穀物本部副本部長) 岡野　良治

食料本部長付部長 (ＣＧＴＩ事業部長) 林　裕二

丸紅食料(株)出向 (食品本部副本部長) 笹岡　晃

水産部長 (水産部長代理) 中村　一成

食料・アグリ・化学品グループ管理部
副部長

(水産部長) 大芦　弘一

アグリ事業戦略企画室長 (アグリインプット事業部副部長) 斉藤　務

アグリインプット事業部長 (HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC出向) 井内　大

アグリ事業本部 (アグリインプット事業部長) 浅井　武志

北米穀物事業部長 (穀物油糧部　麦・油糧課長) 椎原　潤

日清丸紅飼料(株)出向 (穀物海外事業部長) 富倉　昌弘

化学品戦略企画室長 (素材グループ企画部副部長) 田中　総介

化学品第一部長 (基礎化学品第一部長) 正富　竜一

化学品第二部長 (基礎化学品第二部長) 渡辺　照正

化学品第三部長 (機能化学品第一部副部長) 片岡　央幸

化学品本部副本部長 (化学品本部副本部長
(兼)機能化学品第一部長)

篠田　聡夫

化学品第四部長 (機能化学品第二部長) 山本　雄祐

電力・エネルギー・金属グループＣＥＯ付部長 (エネルギー・金属グループ企画部長) 北沢　康一
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新 (現)

電力戦略企画室長 (電力本部長付部長) 丸尾　寿宏

電力ＩｏＴ・ソリューション事業部長 (海外電力プロジェクト第四部長) 成田　正士

市場業務部　経済協力チーム長 (電力ＩｏＴ・ソリューション事業部長) 栗原　聖之

電力アセットマネジメント部長 (電力アセットマネジメント部副部長) 伊藤　雄太

電力本部長付部長 (電力アセットマネジメント部長) 森田　聡

海外電力プロジェクト第二部長 (MARUBENI ASIAN POWER SINGAPORE PTE. LTD.出向) 舘上　博

MARUBENI ASIAN POWER SINGAPORE PTE. LTD.出向 (海外電力プロジェクト第二部長) 篠　衆雄

海外電力プロジェクト第四部長 (MARUBENI MIDDLE-EAST & AFRICA POWER LIMITED出
向)

佐藤　祐司

国内電力プロジェクト部長 (SMARTESTENERGY LIMITED出向) 伊藤　直樹

エネルギー戦略企画室長 (エネルギー本部長付部長) 吉田　裕之

新エネルギー開発部長 (新エネルギー開発・関連事業部長) 藤本　洋一

エネルギー関連事業部長 (天然ガス第二部副部長) 高嶋　克也

石油・ガス開発第一部長 (石油・ガス開発第一部副部長) 太田　裕史

エネルギー本部副本部長 (エネルギー本部副本部長
(兼)石油・ガス開発第一部長)

内田　浩一

原子燃料部長 (経営企画部副部長) 飛田　忠範

丸紅ユティリティ・サービス(株)出向 (原子燃料第一部長) 藤岡　淳

電力・エネルギー・金属グループＣＥＯ付部長 (原子燃料第二部長) 藤井　聡
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新 (現)

金属戦略企画室長 (軽金属部長) 田口　誠二

鉄鋼原料事業部長 (エネルギー・金属グループ企画部副部長) 水野　浩之

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

軽金属部長 (MARUBENI METALS & MINERALS (CANADA), INC出向) 堀井　正雄

プラント戦略企画室長 (プラント本部長付) 儀間　肇

航空・船舶戦略企画室長 (航空・船舶本部長付) 島田　仁

航空・船舶本部副本部長
(兼)航空宇宙・防衛事業部長

(航空・船舶本部副本部長
(兼)航空宇宙・防衛システム部長)

岡﨑　徹

船舶部長 (MMSL PTE. LTD.出向) 久富　健志

船舶プロジェクト推進室長 (アテネ出張所長) 中村　高志

金融・リース事業戦略企画室長 (輸送機グループ企画部長代理) 富田　健夫

金融・リース事業第二部長 (丸紅米国会社) 榊田　貴之

建機・自動車・産機戦略企画室長 (アセットマネジメント室長) 西崎　宙

建設機械第一部長 (MAXIMA MACHINERIES INC.出向) 近藤　裕康

自動車部長 (自動車第二部長) 近藤　一弘

産業システム事業部長 (産業設備部副部長) 小池　成幸

河野エレクトロニクス(株)出向 (産業システム事業部長) 蛭子屋　公一

次世代事業開発本部　企画・管理室長 (輸送機グループ企画部副部長) 水野　昌則
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新 (現)

次世代事業開発本部　アジア事業部長 (パルプ部　パルプ第二課長) 米谷　陽一

次世代事業開発本部　次世代社会基盤事業部長 (プラント・プロジェクト部長代理) 坂倉　大

次世代事業開発本部
ヘルスケア・メディカル事業部長

(情報・物流・ヘルスケア本部
ヘルスケア・メディカル事業部長)

笠井　信司

次世代事業開発本部
デジタル・イノベーション室長

(デジタル・イノベーション部
イノベーション・市場戦略課長)

上杉　理夫

中国支社長 (エネルギー・金属グループ企画部
グループ管理課長)

高原　哲也

エネルギー本部長付 (中国支社長) 貞益　徹

米州統括補佐
(兼)丸紅カナダ会社社長

(米州統括補佐) 稲尾　圭吾

丸紅チリ会社社長 (丸紅カナダ会社社長) 石井　能成

エムジーリース(株)出向 (南米支配人補佐
(兼)丸紅チリ会社社長)

尾崎　健二

丸紅ベネズエラ会社社長 (丸紅ベネズエラ会社) 芝崎　良寛

人事部 (丸紅ベネズエラ会社社長) 林　清隆

欧州ＣＩＳ統括補佐
(兼)タリン出張所長

(欧州ＣＩＳ統括補佐) 平野　智彦

丸紅インターナショナル（欧州）社長 (丸紅欧州会社) 寺田　直

アテネ出張所長 (船舶部　営業第一課長) 細川　暢希

タシケント出張所長 (プラント・プロジェクト部
プラント・プロジェクト第一課長)

三好　永人

市場業務部　名古屋業務課長 (タシケント出張所長) 藤井　康彰

アクラ出張所長 (丸紅テクノシステム(株)出向) 牧田　優一
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新 (現)

丸紅テクノシステム(株)出向 (アクラ出張所長) 藤澤　章

アビジャン出張所長 (丸紅食料(株)出向) 鴇田　有久

電力本部 (アビジャン出張所長) 肥沼　光彦

オマーン出張所長 (丸紅イラン会社) 内田　真央

鉄鋼製品事業部長代理 (オマーン出張所長) 五嶋　靖浩

クウェート出張所長 (エネルギーインフラプロジェクト部
プロジェクトマネジメントチーム長)

中村　敦郁

プラント・プロジェクト部 (クウェート出張所長) 品川　豊

ビエンチャン出張所長 (ライフスタイル第二部
事業推進チーム長)

菊田　一峰

丸紅アセアン会社 (ビエンチャン出張所長) 西垣　博人

フィリピン交通プロジェクト工事事務所長
(兼)マニラ支店長

(丸紅フィリピン会社副社長) 坪田　裕

MAYNILAD WATER SERVICES, INC.出向 (MAYNILAD WATER SERVICES, INC.出向
(兼)マニラ支店長)

池田　大助

プラント本部長付部長 (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)

泉　直樹

ダッカ支店長
(兼)チッタゴン出張所長

(プラント・プロジェクト部副部長) 河合　光

丸紅パワーシステムズ(株)出向 (ダッカ支店長
(兼)チッタゴン出張所長)

富岡　彰久

丸紅台湾会社社長 (航空・船舶本部副本部長
(兼)船舶部長)

中川　聡

化学品本部 (丸紅台湾会社社長) 八木　猛
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