
丸紅株式会社

氏名 新 現

榎並 伸恭 日清丸紅飼料(株)出向 監査役室長

上薗 秀一 ジャパン・リート・アドバイザーズ(株)出向 生活産業グループ管理部長

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

追川 大介 ライフスタイル戦略企画室長 経理部　会計システム課長

渡辺 一道 ライフスタイル本部副本部長 ライフスタイル本部副本部長
(兼)ライフスタイル戦略企画室長

清瀬 文昭 ＭＸモバイリング(株)出向 情報･不動産本部副本部長

中島 大輔 ネットワーク事業室長 丸紅情報システムズ(株)出向

栗原 剛 物流ソリューション事業部長 物流企画営業部長

井原 孝一 生活産業グループ管理部 食料・アグリ・化学品グループ管理部長

梶原 和幸 IGUACU VIETNAM CO., LTD.出向 食料第一本部副本部長

竹島 智春 食料第一戦略企画室長
(兼)食料第二戦略企画室長

食品原料部長

高祖 敬典 食品原料部長 食品原料部長代理

斉藤 務 肥料事業推進室長 アグリ事業戦略企画室長

守安 裕之 パルプ部長 PT TANJUNGENIM LESTARI PULP & PAPER出向

堀田 孝弘 PT TANJUNGENIM LESTARI PULP & PAPER出向 パルプ部長

島田 貴弘 パッケージ事業部長 パッケージ事業部副部長

下司 功一 フォレストプロダクツ本部副本部長 フォレストプロダクツ本部副本部長
(兼)パッケージ事業部長
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氏名 新 現

山本 圭剛 化学品第二部長 化学品第二部副部長

飯村 高之 金属戦略企画室長 MARUBENI RESOURCES DEVELOPMENT PTY LTD出向

田口 誠二 金属本部副本部長 金属本部副本部長
(兼)金属戦略企画室長

辰馬 正 鉄鋼原料部長 丸紅オーストラリア会社副社長
(兼)パース支店長

一月 正史 銅鉱山事業部長 経営企画部副部長

東 秀晃 軽金属部長 銅鉱山事業部長

堀井 正雄 丸紅米国会社 軽金属部長

角谷 真一 エネルギー事業第一部長 エネルギー事業第一部副部長

小谷 昌寛 MARUBENI INTERNATIONAL PETROLEUM(SINGAPORE) PTE
LTD出向

エネルギー事業第一部長

柳 浩次 石油・ＬＰＧ貿易部長 石油・ＬＰＧ貿易部副部長

古山 真也 新エネルギー開発部長 エネルギー事業第三部長

山崎 雅弘 エネルギー本部副本部長 エネルギー本部副本部長
(兼)新エネルギー開発部長

佐野 智哉 エネルギー関連事業部長 石油・ＬＰＧ貿易部長

岸本 巧 丸紅エネックス(株)出向 エネルギー関連事業部長

後藤 広樹 電力本部長付部長 電力本部副本部長

河村 誠二 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二部長

柏谷 秀信 電力本部長付部長 海外電力プロジェクト第一部長

小林 亮太 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

舘上 博 洋上風力・国内再エネ事業部長 海外電力プロジェクト第三部長
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氏名 新 現

伊藤 直樹 電力サービス事業部長 丸紅新電力(株)出向

若山 美奈子 電力新事業部長 MARUBENI POWER INTERNATIONAL, INC.出向

新井 大介 MARUBENI POWER INTERNATIONAL, INC.出向 電力新事業ソリューション部長

幾島 渉 電力本部副本部長 電力本部副本部長
(兼)国内電力プロジェクト部長

服部 裕 インフラプロジェクト戦略企画室長 経営企画部　総務第二課長

渋谷 和晃 環境インフラプロジェクト部長 海外電力プロジェクト第四部副部長

千葉 誠二郎 インフラプロジェクト本部長付部長 環境インフラプロジェクト部長

武智 聡 航空宇宙・防衛事業部長 スイスポートジャパン(株)出向

柳本 紘史 金融・リース・不動産戦略企画室長 金融・リース事業戦略企画室長

柏村 真直 不動産開発事業部長 事業開発室長

馬躰 純一 丸紅都市開発(株)出向 不動産開発事業部長

高木 毅 不動産投資事業部長 不動産開発事業部副部長

金子 英二 丸紅米国会社 不動産投資事業部長

宮口 典丈 海外不動産事業部長 丸紅インド会社副社長
(兼)ムンバイ支店長

高山 晋 保険事業部長 保険事業部副部長

菰口 徹 丸紅セーフネット(株)出向 保険事業部長

緒方 伸也 ウェルネス事業室長 アジアコンシューマー事業部長代理

長谷部 文孝 次世代コーポレートディベロップメント企画・管理室長 次世代事業企画・管理室長代理

山地 博樹 投資マネジメント部長 新事業開発部副部長
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氏名 新 現

郷間 寿明 大阪支社副支社長 丸紅テクノシステム(株)出向

相田 和也 九州支社副支社長 九州支社長代理

浅井 幸広 沖縄支店長 食品原料部

坂上 勉 監査部　内部監査第二課 沖縄支店長

廣戸 和生 ケレタロ支店長 丸紅テクノシステム(株)出向

倉地 浩司 産業設備部長代理 ケレタロ支店長

長島 公一 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
(兼)丸紅ベネズエラ会社社長

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

儀間 肇 丸紅チリ会社社長 インフラプロジェクト戦略企画室長

石井 能成 丸紅オートモーティブ(株)出向 丸紅チリ会社社長

田口 和夫 ボゴタ支店長 生鮮食材部

松ヶ迫 太郎 畜産部　畜産第一課 ボゴタ支店長

寺田 直 丸紅インターナショナル(欧州) ロンドン支店 丸紅インターナショナル(欧州)社長

水谷 浩昭 テルアビブ支店長 コンシューマープロダクツ事業部　コンシューマープロ
ダクツ事業第二課

佐野 智哉 地域総括部 テルアビブ出張所長

西山 研介 タシケント支店長 欧州ＣＩＳ統括付

三好 永人 環境インフラプロジェクト部 タシケント出張所長

中野 誠 丸紅ナイジェリア会社社長 金属本部長付部長

山田 昌弘 素材産業グループ管理部　グループ管理課 丸紅ナイジェリア会社社長
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氏名 新 現

鈴木 太郎 ナイロビ支店長 環境インフラプロジェクト部長代理

森 充範 人事部 ナイロビ出張所長

清水 達之 アフリカ統括補佐
(兼)マプト支店長

アフリカ統括補佐

雲財 信 アフリカ統括付 マプト出張所長

瀬川 憲司 リヤド支店長 航空・船舶戦略企画室長代理

大土井 彰 (社)中部経済連合会出向 リヤド支店長

鈴木 伊佐男 中東統括補佐
(兼)ドーハ支店長
(兼)クウェート支店長

中東統括補佐
(兼)ドーハ支店長

中村 敦郁 エネルギーインフラプロジェクト部 クウェート出張所長

菊野 成光 バグダッド支店長
(兼)アンマン支店長

交通・インフラプロジェクト部

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

佐藤 興文 丸紅マレーシア会社社長
(兼)クアラルンプール支店長
(兼)クチン支店長

インフラプロジェクト本部長付部長

磯貝 育也 丸紅マレーシア会社 クチン出張所長

河合 輝哉 ビエンチャン支店長 丸紅インテックス(株)出向

菊田 一峰 丸紅泰国会社副社長 ビエンチャン出張所長

福原 弘次 プノンペン支店長 ライフスタイル第三部長代理

氏家 靖仁 ライフスタイル第三部長代理 プノンペン出張所長

吉原 敬 ネピドー支店長 ヤンゴン支店

久保 惣介 地域総括部　米州課長 ネピドー出張所長

Harly Setiabudi ジャカルタ支店長 丸紅インドネシア会社
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氏名 新 現

高村 東里 丸紅インドネシア会社副社長 ジャカルタ支店長

倉田 滋彦 MCNK JV CORPORATION出向
(兼)マニラ支店長

MCNK JV CORPORATION出向

垣内 智幸 丸紅フィリピン会社副社長 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

近藤 辰巳 ムンバイ支店長 物流企画営業部長代理

米谷 陽一 丸紅広州会社社長 アジアコンシューマー事業部長

樋口 賢一 丸紅オートモーティブ(株)出向 丸紅広州会社社長

相馬 伸一郎 丸紅台湾会社社長 丸紅プラックス(株)出向

島田 宏行 メルボルン支店長 化学品第四部長代理

呉 常源 丸紅ケミックス(株)出向 メルボルン支店長

布川 貴久 パース支店長 鉄鉱石部副部長

江川 敦史 丸紅ニュージーランド会社社長 監査部　内部監査第四課

橋本 尚 フォレストプロダクツ本部 丸紅ニュージーランド会社社長
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