2014年3月17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

専務執行役員(ニューヨーク)
米州総支配人
米州住友商事グループＣＥＯ
米州住友商事会社事務従事
<同社社長>

専務執行役員(ニューヨーク)
米州総支配人
北米住友商事グループＣＥＯ
米国住友商事会社事務従事
<同社社長>

竹内 一弘

常務執行役員(東京)
フィナンシャル・リソーシズグループ長補佐
リスクマネジメント部長

常務執行役員(東京)
コーポレート・コーディネーショングループ長補佐
経営企画部長

杉森 正人（＊）

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(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
欧州自動車・建機部門長
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>

須之部 潔

執行役員(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループＥＶＰ 兼 ＣＦＯ
米州住友商事会社事務従事
<同社副社長 兼 ＣＦＯ>

執行役員(東京)
鋼管本部長

南部 智一（＊）

執行役員(サンパウロ)
南米支配人
ブラジル住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 レシフェ出張所長>

理事(サンパウロ)
南米支配人
ブラジル住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 ポルトアレグレ出張所長
兼 レシフェ出張所長>

岡 省一郎（＊）

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州化学品・エレクトロニクスグループ長
米州住友商事会社事務従事

理事(東京)
ライフサイエンス本部長

須藤 也（＊）

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州資源・エネルギーグループ長
米州住友商事会社事務従事

理事(ラパス)
資源第一本部参事
MINERA SAN CRISTOBAL, S.A.事務従事

林 薫（＊）
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新 職

旧 職

氏 名

理事(ヒューストン)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州鋼管グループ長
米州住友商事会社事務従事
<同社ヒューストン店長>

理事(ヒューストン)
米州総支配人補佐
北米住友商事グループ
北米鋼管グループ長
米国住友商事会社事務従事
<同社ヒューストン店長>

及川 毅

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州機電グループ長
米州住友商事会社事務従事
<同社デトロイト店長>

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
北米住友商事グループ
北米機電グループ長
米国住友商事会社事務従事
<同社デトロイト店長>

村田 雄史

理事(東京)
物流保険事業本部副本部長
兼 住商グローバル・ロジスティクス(株)事務従事

理事(東京)
物流保険事業本部副本部長
海外工業団地部長

福田 康

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
アフリカ住友商事会社事務従事
<同社社長>

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

小野島 恭

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・化学品ユニット長
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット長>

石油化学品部長(東京)

岡田 卓也（＊）

地域総括部長付(東京)

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事
兼 サナア事務所長

髙田 正典

事業金融部長(東京)

事業金融部副部長(東京)

千石 史

大阪薄板事業部長(大阪)
兼 住商スチール(株)事務従事

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

安田 健治

特殊鋼板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

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

庄野 晃彦

ラインパイプ事業部長(東京)

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
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>

新宅 裕一

特殊管事業部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

特殊管事業部長付(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

小川 隆

特殊管事業部長付(神戸)
兼 神戸営業所長

神戸営業所長(神戸)
兼 大阪金属ソリューション第二部長付

深井 桂吾

国内鋼管・メカニカル鋼管事業部副部長(大阪)

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

秋田 和之
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新 職

旧 職

氏 名

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)

アジア大洋州住友商事グループ(マニラ)
フィリピン住友商事会社事務従事
<同社社長>

中川 勝司

船舶事業第一部長(東京)

船舶事業第一部長付(東京)

河村 浩一

航空宇宙事業部参事(東京)
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 住商エアロシステム(株)事務従事

永井 達哉

交通・輸送インフラ事業部長(東京)

交通・輸送インフラ事業部長付(東京)

辛島 裕

自動車事業第一本部長付(浜松)
兼 浜松支店長

浜松支店長(浜松)

吉川 健

自動車製造事業部参事(足利)
(株)キリウ事務従事

メキシコ住友商事会社事務従事(メキシコシチー)
<同社社長>
兼 米州総支配人補佐

樋口 和喜

自動車欧米部長(東京)

自動車アジア・中東阿第二部長付(東京)

米山 知宏

環境・インフラプロジェクト事業本部長補佐(東京)

サウジアラビア住友商事会社事務従事(リヤド)
<同社社長>
兼 アルホバル事務所長

舘 信道

環境・インフラプロジェクト事業本部長付(東京)

カイロ事務所長(カイロ)

新田 雅之

大阪機電事業部副部長(大阪)

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

佐藤 達

電力事業第三部長(東京)
兼 サミット･パワー･デベロップメント(株)事務従事

タンジュン・ジャティＢプロジェクト部副部長(東京)
兼 サミット･パワー･デベロップメント(株)事務従事

松井 智嗣（＊）

電力ＥＰＣ第二部長(東京)

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

谷口 晃一

物流保険事業本部長補佐(東京)

物流保険事業本部長補佐(東京)
兼 住商グローバル・ロジスティクス(株)事務従事

渡辺 賢一

海外工業団地部長(東京)

海外工業団地部副部長(東京)

白石 章人

メディア事業本部長補佐(東京)

ＩＴソリューション事業部長付(東京)
兼 ＳＣＳＫ(株)事務従事

中村 家久

ケーブルテレビ事業部参事(大阪)
(株)ジュピターテレコム事務従事

ケーブルテレビ事業部長(東京)

足立 好久

-3-

新 職

旧 職

氏 名

ケーブルテレビ事業部長(東京)

ケーブルテレビ事業部参事(さいたま)
(株)ジュピターテレコム事務従事

氏本 祐介

モバイル＆インターネット事業部長(東京)

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
(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

小池 浩之

モバイル＆インターネット事業部参事(東京)
(株)ティーガイア事務従事

モバイル＆インターネット事業部長(東京)

金治 伸隆

リテイル＆ウェルネス事業部参事(東京)
(株)トモズ事務従事

リテイル＆ウェルネス事業部長(東京)

織茂 潤二（＊）

ダイレクトマーケティング＆ソーシング事業部長付
(東京)

アジア大洋州住友商事グループ(カラチ)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社カラチ事務所長>

片桐 春一

大阪繊維事業部長(大阪)

大阪繊維部長(大阪)

長尾 孝彦

食料事業企画部長(東京)

食料事業業務企画部長(東京)

江口 徹

食料部長(東京)

交通・輸送インフラ事業部長(東京)

山名 宗

建材・セメント部長付(大阪)
兼 住商セメント(株)事務従事

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

平山 史朗

資源第一本部長付(東京)

非鉄金属事業部長(東京)

柴戸 隆

非鉄金属事業部長(東京)

非鉄金属事業部副部長(東京)

齊田 忠勇

非鉄金属事業部長付(東京)

ペルー住友商事会社事務従事(リマ)
<同社社長>

二ツ池 毅

鉛・亜鉛事業部長付(東京)

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ(デンバー)
米国住友商事会社事務従事
<同社デンバー店長>

石川 義一

資源第二本部長付(東京)

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>

小阪 新造

資源第二本部長付(東京)

鉄鋼原料部長(東京)

瓜生 慎一
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新 職

旧 職

氏 名

炭素部長(東京)

炭素部参事(東京)
住商ＣＲＭ(株)事務従事

中根 勝

炭素部参事(東京)
住商ＣＲＭ(株)事務従事

炭素部長(東京)

竪山 隆治

鉄鋼原料部長(東京)

鉄鋼原料部長付(東京)

有友 晴彦

エネルギー本部長付(東京)

エネルギートレード部長(東京)

奈良 茂樹

エネルギー本部長補佐(東京)

事業金融部長(東京)

亀山 経一郎

エネルギートレード部長(東京)

エネルギートレード部参事(シンガポール)
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・メディア事業ユニット
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>
PETRO SUMMIT PTE. LTD.事務従事

堀 良彦

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

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・メディア事業ユニット
(ホーチミンシチー)
兼 アジア大洋州生活関連事業ユニット
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>

永島 謙介

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

名古屋化学品部長(名古屋)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

米山 伸

西日本化学品部長(名古屋)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

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

尾松 英登

資源性ケミカル第二部長(東京)

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

山本 隆夫

エレクトロニクス第一部長付(東京)

北米住友商事グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ(ロスアンゼルス)
米国住友商事会社事務従事
<同社ロスアンゼルス店長>

小澤 祐資

メディカルサイエンス部長(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(ミラノ)
欧州住友商事会社事務従事
SUMMIT PHARMACEUTICALS EUROPE LTD.事務従事

中村 健一

メディカルサイエンス部長付(東京)

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・メディア事業ユニット
(ムンバイ)
インド住友商事会社事務従事
<同社ムンバイ支店長>

大熊 俊彦
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新 職

旧 職

氏 名

アグリサイエンス部参事(東京)
住商アグロインターナショナル(株)事務従事

アンタナナリボ事務所長(アンタナナリボ)

北川 照久

中国支社長(広島)

中国支社長(広島)
兼 住商マテリアル中国(株)事務従事

宮岡 一夫

中部地域担当役員補佐(名古屋)
兼 自動車事業第一本部長付

名古屋産業ソリューション部長(名古屋)

佐藤 修

中部業務企画部長(名古屋)

中部ブロック総括部長(名古屋)

高橋 真人

住友商事九州(株)事務従事(沖縄)
兼 九州支社長付
兼 沖縄支店長

住友商事九州(株)事務従事(沖縄)
兼 九州・沖縄ブロック長付
兼 沖縄支店長

畑 浩二

住友商事九州(株)事務従事(長崎)
兼 九州支社長付
兼 長崎支店長

住友商事九州(株)事務従事(長崎)
兼 九州・沖縄ブロック長付
兼 長崎支店長

木戸 郁穂

住友商事九州(株)事務従事(福岡)
兼 九州支社長付
兼 九州・沖縄管理部長

住友商事九州(株)事務従事(福岡)
兼 九州・沖縄ブロック長付
兼 九州・沖縄管理部長

関戸 和佳

アジア大洋州住友商事グループ(カラチ)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社カラチ事務所長>

自動車アジア・中東阿第二部長付(東京)

酒井 雪夫

アジア大洋州住友商事グループ(マニラ)
フィリピン住友商事会社事務従事
<同社社長>

船舶事業第一部長(東京)

白石 浩

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
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<シンガポールユニット>

特殊管事業部長(東京)
兼 住商チューブラーズ(株)事務従事

土弘 信彦

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(チェンナイ)
兼 アジア大洋州メディア・生活関連ユニット
兼 アジア大洋州資源・化学品ユニット
インド住友商事会社事務従事
<同社チェンナイ支店長>

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(チェンナイ)
兼 アジア大洋州資源・化学品・メディア事業ユニット
インド住友商事会社事務従事
<同社チェンナイ支店長>

髙橋 敬一

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州メディア・生活関連ユニット長(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>

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州生活関連事業ユニット長(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>

泥谷 英樹

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州メディア・生活関連ユニット(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>

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州生活関連事業ユニット(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>

上野 正人
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新 職

旧 職

氏 名

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品ユニット(ムンバイ)
インド住友商事会社事務従事
<同社ムンバイ支店長>

クロップサイエンス部長付(東京)

若林 岩生

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品ユニット(ホーチミンシチー)
兼 アジア大洋州メディア・生活関連ユニット
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>

資源性ケミカル第二部長付(東京)

高野 正秀

欧州住友商事グループ
欧州輸送機・建機部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

船舶事業第二部長(東京)

芳賀 敏（＊）

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(ミラノ)
欧州住友商事会社事務従事
SUMMIT PHARMACEUTICALS EUROPE LTD.事務従事

メディカルサイエンス部長(東京)

堀本 泰三

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
兼 欧阿中東ＣＩＳ総支配人付

食料部長(東京)

黒崎 弘康

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
<同社社長>

環境エネルギー事業第二部副部長(東京)

坂井 洋一

アンタナナリボ事務所長(アンタナナリボ)

地域総括部長付(東京)

谷本 正文

マプト事務所長(マプト)

環境・インフラプロジェクト事業本部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

福澤 秀元

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事
兼 サナア事務所長

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事

長尾 泰司

サウジアラビア住友商事会社事務従事(リヤド)
<同社社長>

環境・インフラ事業部門長付(東京)

阿部 雅志

サウジアラビア住友商事会社事務従事(ジェッダ)
<同社ジェッダ支店長>

ジェッダ事務所長(ジェッダ)
兼 サウジアラビア住友商事会社事務従事

石野 雅之

サウジアラビア住友商事会社事務従事(アルホバル)
<同社アルホバル支店長>

電磁・ブリキ事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

河東 秀樹

カイロ事務所長(カイロ)

電力ＥＰＣ第二部長(東京)

大久保 貴由

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(モスクワ)

資源性ケミカル第二部長(東京)

曽根 智義
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新 職

旧 職

氏 名

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(アルマティ)
<同社アルマティ支店長>

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(アルマティ)
<同社アルマティ支店長 兼 アスタナ支店長>

梶本 昭夫

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(アスタナ)
<同社アスタナ支店長>

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(アスタナ)
<同社アスタナ支店>

堀田 俊一

米州住友商事グループ
米州コーポレート・コーディネーショングループ長
(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

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

丸岡 則之

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

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>

堂ノ脇 伸

米州住友商事グループ
米州財務・経理グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

北米住友商事グループ
北米財務・経理グループ長(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

立山 茂樹

米州住友商事グループ
米州リスクマネジメントグループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 米州総支配人付

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

上野 忠之

米州住友商事グループ
米州物流グループ長(ニューヨーク)
米州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

安部 賢司

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ(ヒューストン)
米州住友商事会社事務従事
<同社ヒューストン店>

ラインパイプ事業部長(東京)

本多 之仁

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ(カルガリー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 SUMMIT TUBULARS CORP.事務従事

北米住友商事グループ
北米鋼管グループ(カルガリー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 SUMMIT TUBULARS CORP.事務従事

田子 康

米州住友商事グループ
米州鋼材・非鉄金属グループ長(シカゴ)
米州住友商事会社事務従事
<同社シカゴ店長>

北米住友商事グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ長(シカゴ)
米国住友商事会社事務従事
<同社シカゴ店長>

飯島 健司

米州住友商事グループ
米州鋼材・非鉄金属グループ(ピッツバーグ)
米州住友商事会社事務従事
<同社ピッツバーグ店長>

北米住友商事グループ
北米鋼材・非鉄金属グループ(ピッツバーグ)
米国住友商事会社事務従事
<同社ピッツバーグ店長>

神谷 基
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新 職

旧 職

氏 名

米州住友商事グループ
米州機電グループ(メキシコシチー)
メキシコ住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 米州総支配人補佐

自動車欧米部長(東京)

橋本 祐吾

米州住友商事グループ
米州化学品・エレクトロニクスグループ(ロスアンゼルス)
米州住友商事会社事務従事
<同社ロスアンゼルス店長>

資源性ケミカル第二部副部長(東京)

大川 智

米州住友商事グループ
米州生活産業グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

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

和田 知徳

米州住友商事グループ
米州生活産業グループ(ポートランド)
米州住友商事会社事務従事
<同社ポートランド店長>

北米住友商事グループ
北米生活産業グループ(ポートランド)
米国住友商事会社事務従事
<同社ポートランド店長>

村木 祐介

米州住友商事グループ
米州資源・エネルギーグループ(デンバー)
米州住友商事会社事務従事
<同社デンバー店長>

鉛・亜鉛事業部参事(サンクリストバル)
MINERA SAN CRISTOBAL, S.A.事務従事

森永 佳男

米州住友商事グループ
米州資源・エネルギーグループ(バンクーバー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社バンクーバー店長>

北米住友商事グループ
北米資源・エネルギーグループ(バンクーバー)
カナダ住友商事会社事務従事
<同社バンクーバー店長>

沼尾 博之

ペルー住友商事会社事務従事(リマ)
<同社社長>

非鉄金属事業部長付(東京)

鴨井 陽一郎
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２．機構改正
【4月1日付】
※2014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》
リスクマネジメント部

コーポレートリスク管理部
リスクアセスメント部

《金属事業部門》
【軽金属・特殊鋼板本部】

特殊鋼板事業部

【軽金属・特殊鋼板本部】
ステンレス・チタン事業部
電磁・ブリキ事業部

《環境・インフラ事業部門》
電池事業開発部を環境・インフラプロジェクト事業本部から電力インフラ事業本部へ移管する。
【電力インフラ事業本部】

電力事業第三部

【電力インフラ事業本部】
タンジュン・ジャティBプロジェクト部

《メディア・生活関連事業部門》
【食料事業本部】

食料事業企画部

【食料事業本部】
食料事業業務企画部

《地域担当役員》

関西ブロック、中部ブロック傘下の組織をコーポレート部門、事業部門の傘下に組み入れることに伴い、
ブロック制を廃止し、地域担当役員及び支社を新設する。
《関西地域担当役員》

大阪財経部、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、大阪化学品・エネルギー部、
大阪生活資材・農水産部を廃止する。
《関西支社》

関西業務企画部

《関西ブロック》
関西ブロック総括部

《コーポレート・コーディネーショングループ》

IT企画推進部
《《人材・総務・法務グループ》
材 総務 法務グ
》

法務部
《金属事業部門》

金属総括部
【鋼板・建材本部】
大阪薄板事業部を新設する。
《環境・インフラ事業部門》

環境・インフラ事業総括部
【環境・インフラプロジェクト事業本部】

大阪機電事業部

大阪機電事業部

【物流保険事業本部】

物流統括部
総合物流部
《メディア・生活関連事業部門》

メディア・生活関連総括部
【ライフスタイル・リテイル事業本部】

ダイレクトマーケティング＆ソーシング事業部
大阪繊維事業部

大阪繊維部

《中部地域担当役員》

名古屋産業ソリューション部を廃止する。
《中部支社》

中部業務企画部

《中部ブロック》
中部ブロック総括部

《コーポレート・コーディネーショングループ》

IT企画推進部
《フィナンシャル・リソーシズグループ》

コーポレート経理部
《金属事業部門》

金属総括部
【鋼板・建材本部】

薄板事業部
板事
厚板・建材事業部
【輸送機金属製品本部】

名古屋金属第一部
名古屋金属第二部

名古屋金属第一部
名古屋金属第二部

【軽金属・特殊鋼板本部】

軽金属事業部
【鋼管本部】

国内鋼管・メカニカル鋼管事業部
【船舶・航空宇宙・車輌事業本部】

名古屋航空宇宙部

名古屋航空宇宙部

【物流保険事業本部】

総 物
総合物流部
《資源・化学品事業部門》
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】

西日本化学品部

《九州支社》
九州・沖縄ブロックを廃止し 九州支社を新設する
九州・沖縄ブロックを廃止し、九州支社を新設する。

名古屋化学品部

＜海外＞
《アジア大洋州総支配人》
アジア大洋州メディア・生活関連ユニット
アジア大洋州資源・化学品ユニット

アジア大洋州生活関連事業ユニット
アジア大洋州資源・化学品・メディア事業ユニット

《欧阿中東ＣＩＳ総支配人》
【欧州支配人】

欧州輸送機・建機部門

欧州自動車・建機部門
欧州輸送機部門

【アフリカ支配人】

アフリカ住友商事会社設立に伴い、ヨハネスブルグ支店を閉鎖する。
マプト事務所を新設する。
【中東支配人】

サウジアラビア住友商事会社傘下にジェッダ支店、アルホバル支店を設立することに伴い、
ジェッダ事務所、アルホバル事務所を閉鎖する。

《米州総支配人》
メキシコ住友商事と北米住友商事グループを統合することに伴い、北米住友商事グループを
米州住友商事グループに改称すると共に、コーポレート・6営業グループを以下の通り再編する。
【米州住友商事グループ】(米国・カナダ・メキシコ）
米州法務室
米州人材・総務グループ
米州コーポレート・コーディネーショングループ
米州内部監査室
米州財務・経理グループ
米州リスクマネジメントグループ
米州物流グループ
米州鋼管グ
米州鋼管グループ
プ
米州鋼材・非鉄金属グループ
米州機電グループ
米州化学品・エレクトロニクスグループ
米州生活産業グループ
米州資源・エネルギーグループ

【北米住友商事グループ】（米国・カナダ）
北米法務室
北米人材・総務グループ
北米コーポレート・コーディネーショングループ
北米内部監査室
北米財務・経理グループ
北米リスクマネジメントグループ
北米物流グループ
北米鋼管グ
北米鋼管グループ
プ
北米鋼材・非鉄金属グループ
北米機電グループ
北米化学品・エレクトロニクスグループ
北米生活産業グループ
北米資源・エネルギーグループ

米国住友商事会社を米州住友商事会社に改称する。
【南米支配人】
ブラジル住友商事会社傘下のポルトアレグレ出張所を閉鎖する。

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
報道チ ム
TEL:03-5166-3100 お問い合わせフォームはこちら
以 上

