2013年3月18日

住友商事株式会社

主管者級人事異動および機構改正に関するお知らせ
人事異動および機構改正を下記の通り行いますので、お知らせいたします。
【氏名の後に（＊）が付く者は、1.30付発表内容からの変更】
記

１．主管者級人事異動
【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

取締役 副社長執行役員(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人
欧州住友商事ホールディング会社事務従事
<同社会長>

取締役 副社長執行役員(東京)
ＣＦＯ
フィナンシャル・リソーシズグループ長

濵田 豊作（＊）

常務執行役員(シンガポール)
アジア大洋州総支配人
アジア大洋州住友商事グループＣＥＯ
アジア住友商事会社事務従事
<同社社長>

常務執行役員(シンガポール)
アジア総支配人
アジア住友商事グループＣＥＯ
アジア住友商事会社事務従事
<同社社長>

平尾 浩平（＊）

執行役員(ジャカルタ)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州輸送機・建機ユニット長
インドネシア住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 スラバヤ支店長>

執行役員(ジャカルタ)
アジア総支配人補佐
アジア住友商事グループ
アジア輸送機・建機ユニット長
インドネシア住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 スラバヤ支店長>

関根 豊

執行役員(ドバイ)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
中東支配人
中東住友商事会社事務従事
<同社社長>

執行役員(ドバイ)
中東支配人
中東住友商事会社事務従事
<同社社長>

藤浦 吉

執行役員(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州支配人
欧州住友商事グループＣＥＯ
欧州住友商事ホールディング会社事務従事
<同社社長>
欧州住友商事会社事務従事
<同社社長>

執行役員(東京)
物流保険事業本部長

須之部 潔（＊）

執行役員(上海(SHANGHAI))
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 南京事務所長>

執行役員(上海(SHANGHAI))
中国副総代表
中国住友商事グループ
中国金属部門長
上海住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 南京事務所長>

古場 文博
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新 職

旧 職

氏 名

顧問(東京)

顧問(マドリッド)
輸送機・建機事業部門長付
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y
MINERIA, S.L.事務従事

石田 新一

理事(ソウル)
東アジア総代表補佐
韓国住友商事会社事務従事
<同社社長>

理事(ソウル)
韓国住友商事会社事務従事
<同社社長>

小林 中

理事(シンガポール)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品・総合事業ユニット長
アジア住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット長>

理事(シンガポール)
アジア総支配人補佐
アジア住友商事グループ
アジア資源・化学品・総合事業ユニット長
アジア住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット長>

山根 学

理事(バンコック)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット長
タイ住友商事会社事務従事
<同社社長>
スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事
<同社社長>

理事(バンコック)
アジア総支配人補佐
アジア住友商事グループ
アジア鋼材・非鉄金属ユニット長
タイ住友商事会社事務従事
<同社社長>
スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事
<同社社長>

前田 恒明

理事(東京)
生活資材本部長
生活資材事業推進部長

理事(東京)
生活資材本部長
紙パルプ部長

富島 寛

理事(上海(SHANGHAI))
中国住友商事グループ
中国化学品・エレクトロニクス部門長
上海住友商事会社事務従事

理事(上海(SHANGHAI))
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
中国化学品・エレクトロニクス部門長
上海住友商事会社事務従事

祐源 通延

理事(東京)
環境・インフラプロジェクト事業本部長

理事(東京)
通信・環境・産業インフラ事業本部長

池村 圭司

理事(ニューデリー)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
インド住友商事会社事務従事
<同社社長>

理事(ニューデリー)
アジア総支配人補佐
アジア住友商事グループ
インド住友商事会社事務従事
<同社社長>

沖 克也

理事(ロンドン)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州コーポレート部門長
欧州住友商事会社事務従事

理事(東京)
新産業･機能推進総括部長

房 孝二（＊）
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新 職

旧 職

氏 名

理事(ロンドン)
欧州支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州輸送機部門長
欧州住友商事会社事務従事

理事(ロンドン)
欧州総支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州輸送機部門長
欧州住友商事会社事務従事

山口 真

理事(北京(BEIJING))
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
人事・総務・法務・ＩＴグループ長
企画・事業推進グループ長
中国住友商事会社事務従事
北京住友商事会社事務従事
<同社社長>

理事(北京(BEIJING))
中国総代表補佐
中国住友商事グループ
人事・総務・法務・ＩＴグループ長
企画・事業推進グループ長
中国住友商事会社事務従事
北京住友商事会社事務従事
<同社社長>

遠藤 貴也

理事(東京)
環境・インフラ事業総括部長

理事(東京)
インフラ事業総括部長

清島 隆之

理事(ヨハネスブルグ)
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
アフリカ支配人
ヨハネスブルグ支店長

ヨハネスブルグ支店長(ヨハネスブルグ)
兼 ルアンダ事務所長

小野島 恭（＊）

理事(ハノイ)
アジア大洋州総支配人補佐
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州環境・インフラユニット長
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社社長>

アジア住友商事グループ
アジアインフラ・新産業ユニット長(ハノイ)
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社社長>

舩越 豊明（＊）

理事(東京)
基礎化学品・エレクトロニクス本部副本部長
資源性ケミカル第一部長

無機鉱産・機能化学品部長(東京)

三輪 聡（＊）

理事(東京)
自動車事業第一本部長

自動車米州・アジア部長(東京)

中島 正樹（＊）

欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐(モスクワ)
ＣＩＳ支配人
ＣＩＳ住友商事会社事務従事
<同社社長>

ＣＩＳ支配人(モスクワ)
ＣＩＳ住友商事会社事務従事
<同社社長>

荒井 健彦

地域総括部長付(東京)

アクラ事務所長(アクラ)

奥 清人

法務部長付(東京)

北米住友商事グループ
北米法務室長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

實野 容道

プロジェクト金融部長(東京)
兼 新事業投資部長

プロジェクト金融部長(東京)

亀山 経一郎
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新 職

旧 職

氏 名

新産業・インフラ経理部長(東京)
環境・インフラ経理部長(東京)
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
多田 総一郎
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事 兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事
メディア・生活物資経理部長(東京)
メディア・生活関連経理部長(東京)
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
花谷 優宏
兼 フィナンシャル・リソーシズグループ長付
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事 兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

鋼板・建材本部長補佐(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

鉄鋼第一本部長補佐(東京)

福井 一

海外薄板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

海外薄板事業第一部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

坂田 一成

海外薄板・半製品トレード事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

海外薄板・半製品事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

矢野 音道

厚板・建材事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

厚板・建材事業部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

村上 宏

輸送機金属製品本部副本部長(東京)
兼 線材特殊鋼事業部長
兼 住商スチール(株)事務従事

鉄鋼第三本部長補佐(東京)
兼 線材特殊鋼事業部長
兼 住商スチール(株)事務従事

瀬戸川 健二

輸送機材事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

輸送機材事業部長(東京)

永野 義典

自動車鋼板・鋼管事業部参事(ジャカルタ)
P.T. SUPER STEEL INDAH事務従事

海外薄板事業第二部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

前田 尚宏

軽金属・特殊鋼板本部長補佐(東京)
兼 軽金属事業部長
兼 住商スチール(株)事務従事

軽金属事業部長(東京)

塩見 圭吾

ステンレス・チタン事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

チタン・新素材事業部長(東京)

庄野 晃彦（＊）

軽金属・特殊鋼板本部長補佐(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

非鉄金属製品本部長補佐(東京)

田中 明人

油井管事業部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
<兼 同社アバディーン支店長>

中垣 正樹

自動車事業第一本部長補佐(東京)

自動車製造事業部長(東京)
兼 自動車事業第一本部長付

瀬戸 栄一

自動車リテイルファイナンス事業部長(東京)

自動車米州・アジア部長付(東京)

髙西 正隆
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新 職

旧 職

氏 名

自動車製造事業部長(東京)

自動車製造事業部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

髙島 恭一郎

自動車事業第二本部長補佐(東京)
兼 自動車アジア・中東阿第一部長

自動車中東阿第一部長(東京)

谷口 雅彦

自動車アジア・中東阿第二部長(東京)

自動車中東阿第二部長(東京)

江崎 泰

自動車欧米部長(東京)

自動車欧州部長(東京)

橋本 祐吾

建設機械第二部長(東京)

建設機械第二部副部長(東京)

平松 達久

建設機械第三部長(東京)

建設機械第一部参事(上海(SHANGHAI))
SC CONSTRUCTION MACHINERY (SHANGHAI)
CORPORATION事務従事
兼 SC CONSTRUCTION MACHINERY (SHANGHAI)
LTD.事務従事

東條 観治

環境・インフラ事業部門長付(東京)

産業インフラ事業部長(東京)

阿部 雅志

環境・インフラプロジェクト事業本部副本部長(東京)
兼 環境エネルギー事業第二部長

風力・水インフラ事業部長(東京)

山埜 英樹

環境・インフラプロジェクト事業本部長付(東京)

環境ソリューション事業部長(東京)

小川 新人

環境・インフラプロジェクト事業本部長付(東京)

通信プロジェクト部長(東京)

福澤 秀元

国内機電事業部長(東京)

産業インフラ事業部副部長(東京)

角田 裕一

国内機電事業部長付(東京)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

大阪産業インフラ・輸送機部長(大阪)

杉本 和彦

国内機電事業部参事(東京)
住商アイナックス(株)事務従事

アブダビ事務所長(アブダビ)

大野 成則

環境エネルギー事業第一部長(東京)

電力エネルギーソリューション事業部長(東京)

大橋 乃介

水・環境ソリューション事業部長(東京)

風力・水インフラ事業部副部長(東京)

宮本 正夫

インフラ・プラントプロジェクト部長(東京)

通信事業部副部長(東京)

宮下 真弘

投資開発部長(東京)

新事業投資部長(東京)

近田 剛
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新 職

旧 職

氏 名

商業施設事業部長(東京)

商業施設事業部参事(東京)
住商アーバン開発(株)事務従事

高野 稔彦

住宅・都市事業部長(東京)

商業施設事業部長(東京)

村田 大明

石炭部参事(ブリスベン)
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品・総合事業ユニット
原子力・新事業開発部長(東京)
オーストラリア住友商事会社事務従事
SUMISHO COAL AUSTRALIA PTY LIMITED事務従事
兼 OCEAN COAL MINING PTY LTD事務従事

角谷 滋

基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐(東京)

鉛・亜鉛事業部参事(ラパス)
MINERA SAN CRISTOBAL, S.A.事務従事

野島 吉夫

資源性ケミカル第二部長(東京)

無機原料部長(東京)

曽根 智義

ライフサイエンス本部長補佐(東京)

欧州住友商事グループ
欧州化学品・エレクトロニクス部門(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
SUMI AGRO EUROPE LIMITED事務従事

尾崎 英夫

関西ブロック長付(大阪)

大阪化学品・エネルギー部長(大阪)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

梅原 正光

関西ブロック総括部長付(大阪)
兼 住商アドミサービス(株)事務従事

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

曽根原 滋

大阪金属ソリューション第一部長(大阪)
兼 住商スチール(株)事務従事

大阪薄板ステンレス線材特殊鋼部長(大阪)
兼 住商スチール(株)事務従事

安田 健治

大阪金属ソリューション第二部長(大阪)
兼 住商スチール(株)事務従事
兼 住商鋼管(株)事務従事

大阪鋼管・厚板・輸送機材部長(大阪)
兼 住商鋼管(株)事務従事

飯室 治

大阪機電事業部長(大阪)

大阪産業インフラ・輸送機部副部長(大阪)

落合 隆徳

大阪化学品・エネルギー部長(大阪)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

石油化学品部参事(ジャカルタ)
天馬(株)事務従事
兼 PT. TENMA INDONESIA事務従事

尾松 英登

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

産業インフラ事業部長付(東京)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

平林 武志

中国住友商事グループ
中国輸送機･建機部門長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

建設機械第三部長(東京)

甲斐 仁
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新 職

旧 職

氏 名

中国住友商事グループ
中国環境・インフラ部門長(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事

中国住友商事グループ
中国輸送機建機・インフラ部門長(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事
兼 北京住友商事会社事務従事

内貴 淳史

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット長
(シンガポール)
アジア住友商事会社事務従事

財務部副部長(東京)
兼 エス・シー・トレジャリーマネジメント（株）
事務従事

塩見 勝（＊）

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州コーポレートユニット(ハノイ)
ベトナム住友商事会社事務従事

アジア住友商事グループ
アジアコーポレートユニット(ハノイ)
ベトナム住友商事会社事務従事
<兼 同社ダナン事務所長>

平田 達也

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼管ユニット長(シンガポール)
兼 アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット
アジア住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>

アジア住友商事グループ
アジア鋼管ユニット長(シンガポール)
兼 アジア鋼材・非鉄金属ユニット
アジア住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>

新宅 裕一

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品・総合事業ユニット
(メルボルン)
オーストラリア住友商事会社事務従事
<同社メルボルン支店長 兼 オークランド出張所長>

オーストラリア住友商事会社事務従事(メルボルン)
<同社メルボルン支店長>

上野 正人

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品・総合事業ユニット
(ホーチミンシチー)
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
兼 アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社ホーチミン支店長 兼 ダナン事務所長>

アジア住友商事グループ
アジア資源・化学品・総合事業ユニット
(ホーチミンシチー)
兼 アジア鋼管ユニット
兼 アジア鋼材・非鉄金属ユニット
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社ホーチミン支店長>

永島 謙介

欧州住友商事グループ
欧州鋼材・非鉄部門長(ブラッセル)
ベネルックス住友商事会社事務従事
<同社社長>

欧州住友商事グループ
欧州鋼材部門長(ブラッセル)
ベネルックス住友商事会社事務従事
<同社社長>

脇 孝二

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門(ワルシャワ)
ベネルックス住友商事会社事務従事
KOMATSU POLAND SP.Z O.O.事務従事

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門(マドリッド)
スペイン住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y
MINERIA, S.L.事務従事

押谷 隆英

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門(マドリッド)
スペイン住友商事会社事務従事
兼 TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y
MINERIA, S.L.事務従事

建設機械第二部長(東京)

髙木 洋一
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新 職

旧 職

氏 名

欧州住友商事グループ
欧州資源・エネルギー部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT PETROLEUM LIMITED事務従事

欧州住友商事グループ
欧州環境・インフラ・エネルギー部門(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT PETROLEUM LIMITED事務従事

金澤 幸雄

欧州住友商事グループ
欧州生活産業部門長(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事
<同社社長>

欧州住友商事グループ
欧州環境・インフラ・エネルギー部門長
(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事
<同社社長>

小阪 新造

欧州住友商事グループ
欧州インフラ・新事業部門長(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州環境・インフラ・エネルギー部門
(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

佐藤 達

ルアンダ事務所長(ルアンダ)

風力・水インフラ事業部長付(東京)

冨田 和雄

アクラ事務所長(アクラ)

地域総括部長付(東京)

冨野 一郎

アブダビ事務所長(アブダビ)

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

榊 直道

バグダッド事務所長(アンマン)

バグダッド事務所長(アンマン)
兼 エルビル事務所長

石川 靖

エルビル事務所長(エルビル)

自動車事業第二本部長付(東京)

田中 俊彦

北米住友商事グループ
北米物流グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付
兼 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (USA)
CORPORATION事務従事

北米住友商事グループ
北米リスクマネジメントグループ(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付
兼 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (USA)
CORPORATION事務従事

安部 賢司

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事

住宅・都市事業部長(東京)

和田 知徳

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ(ウエストパームビーチ)
米国住友商事会社事務従事
TBC CORPORATION事務従事

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事

矢野 秀樹

チリ住友商事会社事務従事(サンチャゴ)
<同社社長>

ソーラービジネス事業部長(東京)

福原 豊樹
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２．機構改正
【4月1日付】

※2013年1月30日に発表済みの機構改正についても改めて掲載します。

＜国内＞
《フィナンシャル・リソーシズグループ》
新産業・インフラ経理部
メディア・生活物資経理部

環境・インフラ経理部
メディア・生活関連経理部

《金属事業部門》
鉄鋼第二事業企画部と鉄鋼第三事業企画部を廃止し、部門内組織を以下の通り再編する。
【鋼板・建材本部】

【鉄鋼第一本部】
厚板・建材事業部
輸送機材事業部

薄板事業部
海外薄板事業部
海外薄板・半製品トレード事業部
厚板・建材事業部
【輸送機金属製品本部】

【鉄鋼第二本部】
海外薄板事業第一部
海外薄板事業第二部
薄板事業部
自動車鋼板･鋼管事業部

輸送機材事業部
自動車鋼板・鋼管事業部
線材特殊鋼事業部

【軽金属・特殊鋼板本部】

軽金属事業部
ステンレス・チタン事業部
電磁・ブリキ事業部

【鉄鋼第三本部】
海外薄板・半製品事業部
電磁・ブリキ事業部
ステンレス事業部
線材特殊鋼事業部

【鋼管本部】

【鋼管本部】
【非鉄金属製品本部】
軽金属事業部
チタン・新素材事業部
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《輸送機・建機事業部門》
【船舶･航空宇宙･車輌事業本部】
リース事業部

《環境・インフラ事業部門》
《環境
インフラ事業部門》

《イ
《インフラ事業部門》
ラ事業部門》
インフラ事業総括部

環境・インフラ事業総括部

【通信･環境･産業インフラ事業本部】
産業インフラ事業部
風力・水インフラ事業部
電力エネルギーソリューション事業部
通信プロジェクト部
通信事業部

【環境･インフラプロジェクト事業本部】

国内機電事業部
環境エネルギー事業第一部
環境エネルギー事業第二部
水・環境ソリューション事業部
インフラ・プラントプロジェクト部
インフラ
プラントプロジェクト部
電池事業開発部
【電力インフラ事業本部】

【電力インフラ事業本部】

【物流保険事業本部】
《新産業・機能推進事業部門》
新産業・機能推進総括部

《フィナンシャルリソーシズグループ》

【新事業推進本部】
ソーラービジネス事業部
環境ソリューション事業部
電池事業開発部
新事業投資部

新事業投資部
コモディティビジネス部

【金融事業本部】
リ
ス事業部
リース事業部
コモディティビジネス部
【物流保険事業本部】

《メディア・生活関連事業部門》
メディア・生活関連総括部

《メディア・ライフスタイル事業部門》
メディア・ライフスタイル総括部

【メディア事業本部】

【メディア事業本部】

【ネットワーク事業本部】

【ネットワーク事業本部】

通信事業部
投資開発部

【ライフスタイル・リテイル事業本部】

【ライフスタイル・リテイル事業本部】

《生活産業・建設不動産事業部門》
生活産業 建設不動産総括部
生活産業・建設不動産総括部

【食料事業本部】
【生活資材本部】

【食料事業本部】
肥料部

【建設不動産本部】

【生活資材本部】
【建設不動産本部】

《資源・化学品事業部門》
【ライフサイエンス本部】

肥料部
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《輸送機・建機事業部門》
【自動車事業第一本部】

【自動車事業第一本部】
自動車・米州アジア部

自動車リテイルファイナンス事業部
【自動車事業第二本部】

【自動車事業第二本部】
自動車中東阿第一部
自動車中東阿第
部
自動車中東阿第二部
自動車欧州部

自動車アジア 中東阿第 部
自動車アジア・中東阿第一部
自動車アジア・中東阿第二部
自動車欧米部

《メディア・生活関連事業部門》
【ネットワーク事業本部】

投資開発部を新設する。
【生活資材本部】

紙パルプ部を廃止する。
生活資材事業推進部を新設する。

《資源・化学品事業部門》
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
【基礎化学品
エレクトロ クス本部】

【資源第二本部】
原子力・新事業開発部

資源性ケミカル第一部
資源性ケミカル第二部

【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
無機原料部
無機鉱産・機能化学品部
《新産業・機能推進事業部門》
【新事業推進本部】
電池事業開発部

《関西ブロック》
大阪薄板ステンレス線材特殊鋼部
大阪鋼管・厚板・輸送機材部
大阪産業インフラ・輸送機部

大阪金属ソリューション第一部
大阪金属ソリューション第二部
大阪機電事業部

＜海外＞
全ての海外地域組織を広域4極に集約することに伴い、中国総代表、アジア総支配人、欧州総支配人を廃止し、
東アジア総代表、アジア大洋州総支配人、欧阿中東ＣＩＳ総支配人を新設すると共に、総代表、各総支配人地域
において以下の通り機構改正を行う。

《東アジア総代表》
中国、香港、マカオ、モンゴル、台湾、韓国を担当地域とする。
【中国住友商事グループ】

中国輸送機建機・インフラ部門を中国輸送機・建機部門と中国環境・インフラ部門に再編する。
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《アジア大洋州総支配人》
東南・南西アジアと大洋州を担当地域とすることに伴い、アジア住友商事グループをアジア大洋州住友商事
グループに改称すると共に、コーポレート・5商品ユニットを以下の通り再編する。
アジアコーポレートユニット
アジア鋼材・非鉄金属ユニット
アジア鋼材
非鉄 属
ッ
アジア鋼管ユニット
アジア輸送機・建機ユニット
アジアインフラ・新産業ユニット
アジア資源・化学品・総合事業ユニット

アジア大洋州コーポレートユニット
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット
アジア大洋州鋼材
非鉄金属
ット
アジア大洋州鋼管ユニット
アジア大洋州輸送機・建機ユニット
アジア大洋州環境・インフラユニット
アジア大洋州資源・化学品・総合事業ユニット

《欧阿中東ＣＩＳ総支配人》
欧州、アフリカ、中東、ＣＩＳおよびグルジアを担当地域とし、傘下に欧州支配人、アフリカ支配人を新設する。
【欧州住友商事グル プ】
【欧州住友商事グループ】
欧州鋼材部門
欧州化学品・エレクトロニクス部門

欧州鋼材・非鉄部門
欧州資源・エネルギー部門
欧州化学品・エレクトロニクス部門
欧州生活産業部門
欧州インフラ・新事業部門

欧州環境・インフラ・エネルギー部門

【欧州住友商事会社】

アバデ
アバディーン支店のステータスを欧州住友商事会社の支店から欧州鋼管部門傘下組織に変更する。
ン支店のステ タスを欧州住友商事会社の支店から欧州鋼管部門傘下組織に変更する

《米州総支配人》
【北米住友商事グループ】

北米物流グループを新設する。

本件に関するお問い合わせ先
住友商事株式会社
広報部 報道チーム
TEL:03-5166-3100 お問い合わせフォームはこちら
以 上
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