
丸紅株式会社

氏名 新 現

羽藤 俊昭 広報部長 エネルギー本部副本部長

澤田 健太郎 人事部長 中国総代表付

渡邉 将玄 総務部長 人事部副部長

朔 元昭 リスクマネジメント部長 リスクマネジメント部副部長

渡辺 一道 ライフスタイル本部副本部長
(兼)ライフスタイル事業管理部長

ライフスタイル本部副本部長

勝又 健 イスタンブール支店 ライフスタイル第一部長

本郷 武久 ウェルネス事業部副部長 ライフスタイル第二部長

岩佐 彰久 機能資材部長 ライフスタイル第三部長

菅 隆之 情報ソリューション本部副本部長
(兼)情報ソリューション戦略企画室長

情報・物流本部副本部長
(兼)情報・物流戦略企画室長

脇田 英彦 デジタルソリューション事業部長 ＩＣＴビジネス第一部長

森田 暢達 モバイルソリューション事業部長 ＩＣＴビジネス第二部長

中島 大輔 ネットワークソリューション事業部長 ネットワーク事業室長

栗原 剛 サプライチェーンソリューション事業部長 物流ソリューション事業部長

竹島 智春 食料第一本部副本部長
(兼)食料第一戦略企画室長
(兼)食料第二戦略企画室長

食料第一戦略企画室長
(兼)食料第二戦略企画室長

椎原 潤 食料第二本部副本部長
(兼)穀物油糧部長

食料第二本部副本部長
(兼)穀物事業部長

白木 友宏 丸紅ベトナム会社副社長 穀物油糧部長

2023年2月3日

主要人事（4月1日付）
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氏名 新 現

加田 佳三 畜産部長 CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF LLC出向

高橋 義信 CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF LLC出向 畜産部長

井内 大 アグリ事業戦略企画室長 アグリインプット事業部長

小田 孝治 アグリ事業本部副本部長 アグリ事業本部副本部長
(兼)アグリ事業戦略企画室長

辻 望 アグリインプット事業部長 PEQUI ALEGRE PARTICIPACOES LTDA.出向

田村 日出雄 肥料事業推進室長 アグリインプット事業部副部長

大野 秀樹 フォレストプロダクツ戦略企画室長 フォレストプロダクツ本部長付部長

増野 浩一 コンシューマープロダクツ事業部長 フォレストプロダクツ戦略企画室長

松田 明彦 SANTHER - FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A.
出向

コンシューマープロダクツ事業部長

松本 享 化学品第三部長 化学品第三部副部長

片岡 央幸 化学品本部長付部長 化学品第三部長

清川 慎悟 化学品第四部長 化学品戦略企画室副室長

堀川 環樹 化学品本部副本部長 化学品本部副本部長
(兼)化学品第四部長

小沢 典信 非鉄金属原料部長 非鉄金属原料部副部長

池田 崇輝 丸紅メタル(株)出向 非鉄金属原料部長

宮本 勝巳 エナジー・インフラソリューショングループ管理部長 九州支社長

多胡 直人 SAN ROQUE POWER CORPORATION出向 エナジー・インフラソリューショングループ管理部長
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氏名 新 現

幾島 渉 電力本部副本部長
(兼)新エネルギー開発推進部長

電力本部副本部長

古山 真也 エネルギー本部長付部長 新エネルギー開発部長

山河 宏和 交通インフラプロジェクト部長 JAPAN TRANSPORTATION TECHNOLOGY(THAILAND) COMPANY
LIMITED出向

山崎 誠 川崎とどろきパーク(株)出向 交通インフラプロジェクト部長

豊田 篤宣 インフラ戦略投資事業部長 インフラ戦略投資事業部副部長

山本 聡一 インフラプロジェクト本部長付部長 インフラ戦略投資事業部長

尾崎 裕子 航空・船舶戦略企画室長 船舶部副部長

島田 仁 丸紅エアロスペース(株)出向 航空・船舶戦略企画室長

中本 拓 船舶部長 米州統括付

長谷 隆行 航空・船舶本部長付部長 船舶部長

林 孝至 モビリティファイナンス事業部長 金融・リース事業第一部長

森谷 俊彦 金融・リース事業部長 金融・リース事業第二部長

宇佐美 敬 企業投資部長 経営企画部長代理

近藤 裕康 建機・産機・モビリティ本部副本部長 建設機械第一部長

鴨井 宏明 建設機械第一部長 MARUBENI HEAVY EQUIPMENT COMPANY LIMITED出向

新崎 努 産業設備部長 丸紅テクノシステム(株)出向

根本 雄策 建機・産機・モビリティ本部長付部長 産業設備部長
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氏名 新 現

坂倉 大 次世代事業開発本部副本部長
(兼)次世代社会基盤事業部長

次世代社会基盤事業部長

白井 英子 ウェルネス事業部長 ウェルネス事業室長

佐藤 観 次世代事業探索・開発室長 アセアン・南西アジア統括室長代理

Daniel　Welt 次世代コーポレートディベロップメント本部副本部長 丸紅米国会社

岸田 恭一 北海道支社副支社長 京都丸紅(株)出向

松村 康史 東北支社長 MARUBENI POWER SYSTEMS(THAILAND) CO.,LTD.出向

内田 明生 MARUBENI GREEN POWER ASSET(THAILAND) CO., LTD.出
向

東北支社長

北川 淳 中部支社副支社長 ライフスタイル第一部

斉藤 務 中部支社副支社長 肥料事業推進室長

近藤 孔明 生活産業グループ管理部　ライフスタイル・情報ソ
リューション管理課

中部支社副支社長

上垣 雅裕 北陸支店長 大阪支社長代理

大西 英一 中部支社副支社長 中部支社副支社長
(兼)北陸支店長

荒田 晋 浜松支店長
(兼)静岡支店長

丸紅ケミックス(株)出向

山川 雅久 丸紅テクノシステム(株)出向 静岡支店長

高林 孝彦 金融・リース・不動産本部 浜松支店長

花田 多雄 九州支社長 広報部長

岩島 弘和 米州統括補佐
(兼)丸紅カナダ会社社長

米州統括補佐
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氏名 新 現

大宮 誠博 ベロオリゾンテ支店長 丸紅テクノシステム(株)出向

石井 尚徳 産業システム・モビリティ事業部 丸紅ブラジル会社副社長
(兼)ベロオリゾンテ支店長

安原 雅人 リマ支店長 エネルギー事業第二部　天然ガスプロジェクト第一課
長

真野 圭一郎 エネルギー事業第二部 リマ支店長

平野 智彦 カフコジャパン投資(株)出向 欧州ＣＩＳ統括補佐

鈴木 紀之 パリ支店長
(兼)アルジェ支店長

パリ支店長

澤村 洋平 カサブランカ支店長 アルジェ支店長

川澄 勇男 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

カサブランカ支店長

鈴木 伊佐男 中東統括
(兼)ドバイ支店長

中東統括補佐
(兼)ドーハ支店長
(兼)クウェート支店長

土方 英治 丸紅パワー&インフラシステムズ(株)出向 中東統括

青戸 康広 化学品第四部 ドバイ支店長

山田 昌弘 丸紅イラン会社社長 素材産業グループ管理部　グループ管理課

塩原 英明 エネルギーインフラプロジェクト部長代理 丸紅イラン会社社長

森 稔弘 ドーハ支店長
(兼)クウェート支店長

エナジー・インフラソリューショングループ管理部副
部長

飯田 和紀 カイロ支店長 MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LTD.出向

中村 之 カラチ支店長
(兼)ラホール支店長

化学品第二部　事業企画・推進課

藤原 毅 丸紅マレーシア会社社長
(兼)クアラルンプール支店長

パルプ部長代理
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氏名 新 現

渋谷 高史 丸紅マレーシア会社 丸紅マレーシア会社社長
(兼)クアラルンプール支店長

小野 康信 ヤンゴン支店長 インフラプロジェクト本部長付部長

根岸 邦夫 みずほ丸紅リース(株)出向 ヤンゴン支店長

石田 正浩 MCNK JV CORPORATION出向
(兼)マニラ支店長

MCNK JV CORPORATION出向

倉田 滋彦 環境インフラプロジェクト部　環境インフラ第三チー
ム

MCNK JV CORPORATION出向
(兼)マニラ支店長

菅原 学 ダッカ支店長
(兼)チョットグラム支店長

環境インフラプロジェクト部副部長

河合 光 インフラプロジェクト本部 ダッカ支店長
(兼)チョットグラム支店長

徳永 貴司 中国副総代表
(兼)丸紅北京会社社長

地域総括部副部長

平野 雅之 MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LTD.出向 中国副総代表
(兼)丸紅北京会社社長

川上 宏 中国副総代表
(兼)丸紅上海会社社長

ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ(株)出
向

永井 祐介 丸紅香港華南会社社長 化学品第四部長代理

岩尾 聖士 食料第一本部 中国副総代表
(兼)丸紅香港華南会社社長

橋爪 秀樹 丸紅オーストラリア会社
(兼)ポートモレスビー支店長

丸紅オーストラリア会社

半田 晃史 エネルギー事業第二部 ポートモレスビー支店長
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