
丸紅株式会社

主要人事（4月1日付）

新 (現)

丸紅健康保険組合 (監査役室長) 小山　秀明

ライフスタイル戦略企画室長 (リテール事業部副部長) 渡辺　一道

情報・不動産戦略企画室長 (丸紅情報システムズ(株)出向) 菅　隆之

保険事業部長 ((株)マルニックス出向) 菰口　徹

情報･不動産本部副本部長 (情報･不動産本部副本部長
(兼)保険事業部長)

清瀬　文昭

KRAFT OF ASIA PAPERBOARD & PACKAGING
CO.,LTD.出向

(フォレストプロダクツ本部副本部長) 松村　浩

チップ・建材部長 (PT MUSI HUTAN PERSADA出向) 桑原　卓也

コンシューマープロダクツ事業部長 (丸紅紙パルプ販売(株)出向) 松田　明彦

フォレストプロダクツ本部長付部長 (印刷・情報用紙部長) 大野　秀樹

畜産部長 (畜産部副部長) 高橋　義信

穀物油糧部長 (穀物油糧部副部長) 白木　友宏

日清丸紅飼料(株)出向 (食料本部副本部長
(兼)穀物油糧部長)

宮内　和広

化学品第一部長 (化学品第一部副部長) 大西　裕明

新エネルギー開発部 (新エネルギー開発部長) 藤本　洋一

原子燃料部長 (丸紅ユティリティ・サービス(株)出向) 長瀬　琢磨

丸紅ユティリティ・サービス(株)出向 (原子燃料部長) 飛田　忠範
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新 (現)

銅鉱山事業部長 (MARUBENI COPPER HOLDINGS LIMITED出向) 東　秀晃

金属本部副本部長 (金属本部副本部長
(兼)銅鉱山事業部長)

土屋　大介

金属本部副本部長
(兼)鉄鋼製品事業部長

(金属本部副本部長) 岩間　耕司

参与
金属本部

(参与
金属本部副本部長
(兼)鉄鋼製品事業部長)

井ノ上　雅弘

海外電力プロジェクト第一部 (参与
電力・エネルギー・金属グループ管理部長)

目賀田　好弘

電力新事業ソリューション部長 (電力戦略企画室副室長) 新井　大介

丸紅火力(株)出向 (電力ＩｏＴ・ソリューション事業部長) 成田　正士

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一部副部長) 柏谷　秀信

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二部長) 舘上　博

インフラプロジェクト戦略企画室長 (プラント戦略企画室長) 儀間　肇

インフラプロジェクト本部長付部長 (エネルギーインフラプロジェクト部長) 池田　剛

海洋事業室長 (リスボン出張所長) 小野　康信

インフラプロジェクト本部長付部長 (海洋事業室長) 佐藤　興文

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) 山崎　誠

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

インフラファンド室長 (エネルギーインフラプロジェクト部長代理) 山本　聡一

航空宇宙・防衛事業部長 (航空宇宙・防衛事業部長代理) 浅野　通元
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新 (現)

航空・船舶本部副本部長 (航空・船舶本部副本部長
(兼)航空宇宙・防衛事業部長)

岡﨑　徹

金融・リース事業第一部長 (米州統括付) 林　孝至

丸紅欧州会社 (金融・リース事業本部副本部長
(兼)金融・リース事業第一部長)

吉本　雄紀

建機・産機・モビリティ戦略企画室長 (建機・自動車・産機戦略企画室長) 西崎　宙

タイヤ・ゴム資材部長 (タイヤ・ゴム資材部副部長) 細井　豊可

産業システム・モビリティ事業部長 (自動車部長) 近藤　一弘

建機・産機・モビリティ本部長付部長 (産業システム事業部長) 小池　成幸

産業設備部長 (MARUBENI-KOMATSU LTD出向) 根本　雄策

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

次世代事業企画・管理室長 (企画・管理室長) 水野　昌則

アジアコンシューマー事業部長 (アジア事業部長) 米谷　陽一

東北支社長 (丸紅火力(株)出向) 内田　明生

中部支社副支社長 ((株)八十二銀行出向) 近藤　孔明

大阪支社副支社長 (ライフスタイル戦略企画室長) 梅島　義之

大阪支社副支社長 ((株)常陽銀行出向) 山下　賢司

三峰川電力(株)出向 (大阪支社副支社長) 勝股　正夫

沖縄支店長 (那覇支店長) 坂上　勉
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新 (現)

丸紅米国会社 (米州統括補佐
(兼)丸紅カナダ会社社長)

稲尾　圭吾

グアテマラ出張所長
(兼)ハバナ出張所長

(ハバナ出張所長) 林　明宏

MARUBENI AEROSPACE AMERICA CORPORATION出向 (南米支配人
(兼)丸紅ブラジル会社社長
(兼)丸紅ウルグアイインターナショナル会社
社長)

藏掛　忠明

リオ・デ・ジャネイロ支店長
(兼)サルバドル出張所長

(非鉄金属原料部) 大出　健喜

丸紅テツゲン(株)出向 (リオ・デ・ジャネイロ支店長
(兼)サルバドル出張所長)

辻　洋司

ボゴタ支店長 (丸紅ブラジル会社) 松ヶ迫　太郎

食品原料部 (ボゴタ支店長) 永多　真

リスボン出張所長 (プラント本部長付) 藤平　信昌

ヘルシンキ出張所長
(兼)タリン出張所長

(市場業務部　欧州・ＣＩＳチーム) 福岡　孝郎

欧州・ＣＩＳ統括補佐 (欧州・ＣＩＳ統括補佐
(兼)タリン出張所長)

平野　智彦

ワルシャワ出張所長
(兼)ブカレスト出張所長

(ワルシャワ出張所長) 荒木　敏行

ブダペスト出張所長
(兼)プラハ出張所長

(ブカレスト出張所長) 木村　太城

九州支社長代理 (プラハ出張所長
(兼)ブダペスト出張所長)

児玉　一也

ヌルスルタン出張所長
(兼)アルマティ出張所長

(丸紅トランスポートエンジニアリング(株)
出向)

吉田　尚弘

エネルギーインフラプロジェクト部
エネルギーインフラプロジェクト第四課長

(ヌルスルタン出張所長
(兼)アルマティ出張所長)

安藤　研

アジスアベバ出張所長 (鉄鋼製品事業部長代理) 五嶋　靖浩
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新 (現)

ナイロビ出張所長 (ナイロビ支店長
(兼)アジスアベバ出張所長)

森　充範

サブサハラデスク所長
(兼)ルアンダ出張所長

(ルアンダ出張所長) 福西　浩一

海洋事業室副室長 (サブサハラデスク所長) 豊田　篤宣

丸紅イラン会社社長 (プラント・プロジェクト部プラント・
プロジェクト第二課長)

塩原　英明

ドバイ出張所長 (昭永ケミカル(株)出向) 青戸　康広

建設機械第二部長代理 (ドバイ出張所長) 郷間　寿明

アブダビ支店長 (エネルギー本部副本部長) 鈴木　康昭

エネルギー・金属グループ管理部 (アブダビ支店長) 加藤　靖

カイロ支店長 (プラント本部長付) 谷端　収

エムジーリース(株)出向 (カイロ支店長) 稲田　悌志

イスタンブール支店長
(兼)アンカラ出張所長

(プラント・プロジェクト部長) 山口　茂

クアラルンプール支店長
(兼)ダガントゥルス社社長

(化学品第四部副部長) 團　雅義

田渕海運(株)出向 (クアラルンプール支店長
(兼)ダガントゥルス社社長)

中山　昌邦

丸紅フィリピン会社社長 (チップ・建材部長) 下田　茂

丸紅アセアン会社
(兼)シンガポール支店長

(丸紅アセアン会社) 河田　勝

丸紅メタル(株)出向 (丸紅アセアン会社
(兼)シンガポール支店長)

西田　浩之

クチン出張所長 (ＳＭＢ建材(株)出向) 磯貝　育也
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新 (現)

生活産業グループ管理部長付 (クチン出張所長) 斎藤　一哉

プノンペン出張所長 (MARUBENI TEXTILE (SHANGHAI) CO.,LTD.出向) 氏家　靖仁

国際ファッションセンター(株)出向 (プノンペン出張所長) 川勝　篤

丸紅インド会社
(兼)コルカタ支店長
(兼)ゴア出張所長

(丸紅インド会社
(兼)ゴア出張所長)

斉藤　徹郎

丸紅テツゲン(株)出向 (コルカタ支店長) 梅田　裕司

丸紅インド会社副社長
(兼)チェンナイ出張所長

(アフリカ統括付) 佐藤　和哉

食品原料部 (丸紅青島会社社長) 松沢　隆

丸紅韓国会社社長 (化学品第一部長) 正富　竜一
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