2012年3月16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
下記の通り、人事異動および機構改正を行いますので、お知らせいたします。
【氏名の後に（＊）が付く者は、2.23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

理事(東京)
自動車事業第一本部長
自動車中南米事業部長

田渕 正朗（＊）

理事(東京)
基礎化学品・エレクトロニクス本部長
エレクトロニクス・マテリアル第二事業部長

 泰弘（＊）

理事(東京)
エネルギー本部副本部長
エネルギー開発部長

天然ガス・ＬＮＧ事業部長(東京)
兼 エネルギー本部長付

小野瀬 一之（＊）

内部監査部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

吉田 茂修

コーポレート・コーディネーショングループ参事
(東京)
(株)住友商事総合研究所事務従事

中東支配人付(アンマン)
兼 バグダッド事務所長
兼 エルビル事務所長
兼 地域総括部長付

林 幹雄

コーポレート・コーディネーショングループ参事
(東京)
(株)住友商事総合研究所事務従事

北米住友商事グループ
北米コーポレート・コーディネーショングループ
(ワシントン)
米国住友商事会社事務従事
<同社ワシントン事務所長>

吉村 亮太

金属総括部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(パリ)
フランス住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 SUMMIT MANAGEMENT FRANCE S.A.S.
事務従事

福田 茂樹

鉄鋼第一本部長補佐(東京)

厚板・建材事業部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

福井 一

執行役員(東京)
自動車事業第一本部長

執行役員(東京)
基礎化学品・エレクトロニクス本部長
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

厚板・建材事業部長(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

経営企画部副部長(東京)

村上 宏

厚板・建材事業部長付(東京)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

大阪鉄鋼建材・製鋼原料部長(大阪)
兼 住商鉄鋼販売(株)事務従事

清水 昇

ラインパイプ事業部長(東京)

ラインパイプ事業部長付(東京)

本多 之仁

特殊管事業部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

特殊管事業部副部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

土弘 信彦

特殊管事業部副部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(オスロ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社オスロ支店長>

天野 肇

国内鋼管・メカニカル鋼管事業部参事(東京)
住商鋼管(株)事務従事

名古屋金属第二部長(名古屋)

守口 茂

軽金属事業部長付(東京)

ベネズエラ住友商事会社事務従事(サンパウロ)
<同社社長>
齊藤 慎一
兼 南米支配人付

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)
兼 住商エアロシステム(株)事務従事

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)
兼 航空宇宙事業部長

永井 達哉

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長付(東京)

船舶事業企画部長(東京)

桜井 知治

航空宇宙事業部長(東京)

航空宇宙事業部長付(東京)

石田 英二

自動車中南米事業部長(東京)

自動車中南米事業部長付(東京)

加藤 真一

自動車製造事業部長付(東京)

中国支社長(広島)
兼 住商マテリアル中国(株)事務従事

井場 満

自動車中東阿第二部長(東京)

自動車中東阿第二部長付(ジェッダ)

江崎 泰

自動車欧州部長(東京)

自動車中東阿第二部長(東京)

橋本 祐吾

産業インフラ事業部参事(東京)
住友商事マシネックス(株)事務従事

中国住友商事グループ
リスクマネジメントグループ長
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事
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永沼 文憲

【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(キエフ)
<同社キエフ支店長>

西岡 志朗

資源・化学品総括部参事(東京)
(株)エネサンスホールディングス事務従事

エネルギー本部長補佐(東京)
兼 資源・化学品総括部長付

河野 順

エネルギートレード部長(東京)

ＬＰＧ事業部長(東京)

奈良 茂樹

エネルギートレード部副部長(東京)

石油事業部長(東京)

足立 伸二

基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐(東京) 無機・鉱産事業部長(東京)

伊藤 令

基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐(東京) エレクトロニクス・プロダクツ事業部長(東京)
兼 (株)スミトロニクス事務従事
兼 (株)スミトロニクス事務従事

坂本 好之

石油化学品部長(東京)

合成樹脂部長(東京)

岡田 卓也

無機原料部副部長(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>

曽根 智義

無機鉱産･機能化学品部長(東京)

有機化学品部長(東京)

三輪 聡

エレクトロニクス第一部長(東京)

エレクトロニクス・マテリアル第一事業部長(東京) 安東 徳幸

エレクトロニクス第二部長(東京)
兼 (株)スミトロニクス事務従事

エレクトロニクス・プロダクツ事業部参事(東京)
(株)スミトロニクス事務従事

高野 誠司

メディカルサイエンス部参事(東京)

グアテマラ事務所長(グアテマラ)
兼 ハバナ事務所長

木村 憲三

生活資材本部長付(東京)

住友商事北海道(株)事務従事(札幌)
<同社社長>
兼 北海道支社長

佐藤 時朗

建材・セメント部参事(東京)
アイジー工業(株)事務従事

名古屋自動車・機電・資材エネルギー部長
(名古屋)

刀田 祐二

タイヤ部長(東京)

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ(メンフィス)
米国住友商事会社事務従事
TBC CORPORATION事務従事

中谷 数一

金融事業本部長補佐(東京)

リース事業部長(東京)

加藤 啓
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

リース事業部長(東京)

プロジェクト金融部副部長(東京)

 靖浩

大阪生活資材・農水産部長(大阪)
兼 住商セメント(株)事務従事

建材・セメント部参事(東京)
住商セメント(株)事務従事

平山 史朗

中国支社長(広島)
兼 住商マテリアル中国(株)事務従事

自動車事業第二本部長補佐(東京)
兼 自動車欧州部長

宮岡 一夫

名古屋金属第二部長(名古屋)

鉄鋼第一本部長付(東京)

小星 光久

名古屋産業ソリューション部長(名古屋)

中国住友商事グループ
中国輸送機建機・インフラ部門
(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

佐藤 修

住友商事北海道(株)事務従事(札幌)
<同社社長>
兼 北海道支社長

天然ガス・ＬＮＧ事業部参事(東京)
エルエヌジージャパン(株)事務従事

土井 隆之

中国住友商事グループ(長春(CHANGCHUN))
中国住友商事会社事務従事
<同社長春事務所長 兼 大連事務所長>
兼 大連住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 瀋陽事務所長>

中国住友商事グループ(長春(CHANGCHUN))
中国住友商事会社事務従事
<同社長春事務所長>
兼 大連住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 瀋陽事務所長>

横田 博

中国住友商事グループ
リスクマネジメントグループ長(上海(SHANGHAI)) 新産業･機能推進総括部副部長(東京)
上海住友商事会社事務従事

原 哲也

オーストラリア住友商事会社事務従事(パース)

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>

前嶋 茂明

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>

タイヤ部長(東京)

上野 正人

バグダッド事務所長(アンマン)
兼 エルビル事務所長

バグダッド事務所長付(アンマン)
兼 エルビル事務所長付

石川 靖

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(キエフ)
<同社キエフ支店長>

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

喜納 政生

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

特殊管事業部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

田淵 浩一
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【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(オスロ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社オスロ支店長>

ラインパイプ事業部長(東京)

石原 淳也

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(パリ)
フランス住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 SUMMIT MANAGEMENT FRANCE S.A.S.
事務従事

欧州住友商事グループ 欧州鋼管部門(パリ)
フランス住友商事会社事務従事

小川 隆

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長
(デュッセルドルフ)
ドイツ住友商事会社事務従事

有機化学品部長付(東京)

大倉 義也

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>

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(ロンドン) 小阪 新造
欧州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(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT PETROLEUM LIMITED事務従事

石油資源開発部長(東京)

金澤 幸雄

北米住友商事グループ
北米コーポレート・コーディネーショングループ
(ワシントン)
米国住友商事会社事務従事
<同社ワシントン事務所長>

食料部長付(東京)

堂ノ脇 伸

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ長(ニューヨーク)
米国住友商事会社事務従事
<兼 同社ピッツバーグ店長>

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ長(ピッツバーグ)
村井 俊朗
米国住友商事会社事務従事
<同社ピッツバーグ店長>

グアテマラ事務所長(グアテマラ)
兼 ハバナ事務所長

自動車中東阿第二部長付(東京)

市田 智英

ブラジル住友商事会社事務従事(サンパウロ)
兼 南米支配人付
兼 ベネズエラ住友商事会社事務従事
<同社社長>

ブラジル住友商事会社事務従事(サンパウロ)
兼 南米支配人付

花井 恒宗
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[機構改正]
【4月1日付】
《輸送機・建機事業部門》
【船舶･航空宇宙･車輌事業本部】

【船舶･航空宇宙･車輌事業本部】
船舶事業企画部

船舶事業第一部
船舶事業第二部

《資源・化学品事業部門》
【エネルギー本部】
エネルギー開発部

【エネルギー本部】
石油資源開発部
天然ガス・LNG事業部
石油事業部
LPG事業部

エネルギートレード部
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
石油化学品部

合成樹脂部
有機化学品部

無機原料部
無機鉱産・機能化学品部

無機原料部
無機・鉱産事業部

エレクトロニクス第一部

エレクトロニクス・マテリアル第一事業部
エレクトロニクス・マテリアル第二事業部

エレクトロニクス第二部

エレクトロニクス・プロダクツ事業部

《関西ブロック》
大阪鉄鋼建材・製鋼原料部
大阪鋼管・厚板・輸送機材部

大阪鋼管・厚板・輸送機材部

《中部ブロック》
名古屋自動車 機電 資材エネルギ 部
名古屋自動車・機電・資材エネルギー部

名古屋産業ソリ
名古屋産業ソリューション部
ション部

《中国総代表》
【中国住友商事会社】
大連事務所を新設する。

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
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上

