2015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
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、1.29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

退任（３月３１日付）
三井住友ファイナンス＆リース(株)
常務執行役員就任予定

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>

藤浦 吉（＊）

執行役員(東京)
生活資材・不動産本部長

理事(東京)
建設不動産本部長
総合建設開発部長

安藤 伸樹（＊）

理事(東京)
資源第二本部副本部長
石炭・原子燃料部長

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
アフリカ住友商事会社事務従事
<同社社長>

小野島 恭（＊）

理事(東京)
金属事業部門長付

理事(東京)
鋼板・建材本部副本部長
住商スチール(株)事務従事

幸田 好弘

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 兼 釜山支店長>

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>

若島 浩

理事(東京)
ライフスタイル・リテイル事業本部長

理事(東京)
ライフスタイル・リテイル事業本部長
ダイレクトマーケティング事業部長

田中 恵次

理事(東京)
軽金属・特殊鋼板本部副本部長
兼 住商スチール(株)事務従事

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

塩見 圭吾
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新 職

旧 職

氏 名

内部監査部長付(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(ワルシャワ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社ワルシャワ支店長>

近藤 樹智

環境・ＣＳＲ部長(東京)

国内機電事業部長(東京)

角田 裕一

リスクマネジメント部長付(東京)

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

原 哲也

鋼板・建材本部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

薄板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

後藤 基文

鋼板・建材本部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

アジア大洋州住友商事グループ(ネピドー)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社ネピドー出張所長>

倭 昌輝

薄板事業第一部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

薄板事業部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

吉田 幸司

薄板事業第二部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

大阪薄板事業部長(大阪)
兼 住商スチール(株)事務従事

安田 健治

薄板事業第二部参事(大阪)
日本カタン(株)事務従事

名古屋金属第二部長(名古屋)

小星 光久

輸送機金属製品本部長補佐(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

輸送機材事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

永野 義典

輸送機材事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

輸送機材事業部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

津田 和明

名古屋自動車鋼材事業部長(名古屋)

名古屋金属第一部長(名古屋)

加藤 雅夫
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新 職

旧 職

氏 名

軽金属事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

軽金属事業部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

福田 慎二

油井管事業部長(東京)

油井管事業部長(東京)
兼 鋼管企画開発部長

横濱 雅彦

鋼管企画開発部長(東京)

鋼管企画開発部副部長(東京)

隈元 穣治

リース・事業開発部長(東京)

リース・事業開発部長付(東京)

浅沼 利行

交通・輸送インフラ事業部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

韓国住友商事会社事務従事(プサン)
<同社釜山支店長>

碇 則一

自動車リース事業部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)
兼 リース・事業開発部長

 靖浩

建機レンタル事業部長付(東京)

アジア大洋州住友商事グループ(ビエンチャン)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社ビエンチャン事務所長 兼 プノンペン事務所長>

佐藤 照久

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

環境・インフラプロジェクト事業本部長補佐(東京)
兼 インフラ・プラントプロジェクト部長
兼 住商機電貿易(株)事務従事

舘 信道

環境・インフラプロジェクト事業本部長付(東京)
兼 電力インフラ事業本部長付

電力事業第二部長(東京)
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事
兼 環境・インフラ事業部門長付

小野塚 恭彦

国内機電事業部長(東京)

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

内貴 淳史

国内機電事業部参事(東京)
住友商事マシネックス(株)事務従事

大阪機電事業部長(大阪)

落合 隆徳
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新 職

旧 職

氏 名

インフラ・プラントプロジェクト部長(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

インフラ・プラントプロジェクト部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

大西 孝幸

電力事業第一部長付(東京)

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>

梶本 昭夫

電力事業第二部長(東京)
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事

電力インフラ事業本部長付(東京)

蔭山 健

電力ＥＰＣ第一部長(東京)

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(クアラルンプール)
兼 アジア大洋州輸送機・建機ユニット
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット>

渡辺 優二

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)

中国住友商事グループ
中国環境・インフラ部門(上海(SHANGHAI))
中国住友商事会社事務従事
<兼 同社成都事務所長>
兼 上海住友商事会社事務従事

金子 義彦

電力ＥＰＣ第一部参事(東京)
住商機電貿易(株)事務従事

アジア大洋州住友商事グループ(クアラルンプール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット長
兼 同社クアラルンプール支店長>
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
<同社社長>

矢野 淳一

物流保険事業本部長付(東京)

物流保険事業本部長補佐(東京)

渡辺 賢一

総合モバイル事業部参事(東京)
(株)ティーガイア事務従事

環境・ＣＳＲ部長(東京)

奥谷 直也

ダイレクトマーケティング事業部長(東京)

リテイル＆ウェルネス事業部長付(東京)
兼 住商ネットスーパー(株)事務従事
兼 ライフスタイル・リテイル事業本部長付

石川 士郎

生活資材・不動産本部長補佐(東京)
兼 不動産戦略事業部長
兼 総合建設開発部長

不動産戦略事業部長(東京)

東野 博一

生活資材・不動産本部長補佐(東京)
[生活資材担当]
兼 生活資材事業推進部長

木材資源事業部長(東京)

高光 克典（＊）
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新 職

旧 職

氏 名

木材資源事業部参事(オークランド)
SUMMIT FOREST MANAGEMENT OF NZ LIMITED事務従事
兼 SUMMIT NORTHERN PLANTATION LIMITED事務従事
兼 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
オーストラリア住友商事会社事務従事
<同社オークランド出張所長>

木材資源事業部参事(オークランド)
SUMMIT FOREST MANAGEMENT OF NZ LIMITED事務従事
兼 SUMMIT NORTHERN PLANTATION LIMITED事務従事

小川 哲郎

建材・セメント部参事(東京)
住商セメント(株)事務従事

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>

上野 正人

不動産戦略事業部参事(東京)
住商リアルティ・マネジメント(株)事務従事

生活資材事業推進部長(東京)

矢野 秀樹

資源・化学品事業部門長付(東京)

資源・化学品事業部門長付(東京)
ニッケル新金属事業部長

出田 孝裕

資源・エネルギー プロジェクト管理部長(東京)

資源第二本部長付(東京)

橋本 健二

ニッケル新金属事業部長(東京)

ニッケル新金属事業部副部長(東京)

渡部 公夫

炭素部参事(東京)
日本コークス工業(株)事務従事

中国住友商事グループ
中国資源・エネルギー部門長(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

中村 好二

エネルギー本部長付(東京)

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

畑 浩二

石油化学品部副部長(名古屋)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

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

尾松 英登

ライフサイエンス本部長補佐(東京)

コロンビア住友商事会社事務従事(ボゴタ)
<同社社長>
兼 エクアドル住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 南米支配人付

美藤 斗志也
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新 職

旧 職

氏 名

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

物流保険事業本部長付(東京)

鈴木 英男

中国住友商事グループ(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国住友商事会社事務従事
<同社成都事務所長>
兼 中国化学品・エレクトロニクス部門
兼 深住友商事会社事務従事
<同社社長>

中国住友商事グループ(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 深住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国化学品・エレクトロニクス部門
兼 人事・総務・法務・ＩＴグループ

栗原 淳

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
中国環境・インフラ部門(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事
兼 EASTERN WATER CO.,LIMITED事務従事

金岡 秀紀

中国住友商事グループ
中国資源・エネルギー部門長(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事

資源第二本部長付(東京)

瓜生 慎一

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

資源・化学品総括部副部長(東京)

二島 文幹

アジア大洋州住友商事グループ(シドニー)
オーストラリア住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 メルボルン支店長>

アジア大洋州住友商事グループ(シドニー)
オーストラリア住友商事会社事務従事
<同社社長>

伊藤 令

アジア大洋州住友商事グループ(プノンペン)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社プノンペン事務所長
兼 ビエンチャン事務所長>

ナイロビ事務所長(ナイロビ)

川浦 秀之

アジア大洋州住友商事グループ(ネピドー)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社ネピドー出張所長>

関西業務企画部長付(大阪)

内藤 惠介

アジア大洋州住友商事グループ(クアラルンプール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット長
兼 同社クアラルンプール支店長>
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
<同社社長>

電力ＥＰＣ第一部長(東京)

松野木 一士

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(ワルシャワ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社ワルシャワ支店長>

資源性ケミカル第一部長付(東京)
兼 資源性ケミカル第二部長付

衛藤 秀則
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新 職

旧 職

氏 名

欧州住友商事グループ
欧州インフラ事業部門長(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>

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>

坂井 洋一

ナイロビ事務所長(ナイロビ)

自動車流通事業第三部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

今井 毅彦

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>

ＣＩＳ住友商事会社事務従事(アスタナ)
<同社アスタナ支店長>

堀田 俊一

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

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>

神谷 基

米州住友商事グループ
米州輸送機・建機グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
<兼 同社デトロイト店長>

自動車製造事業第二部長(東京)

加藤 真一（＊）

米州住友商事グループ
米州環境・インフラグループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

米州住友商事グループ
米州機電グループ(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

宮 照之

米州住友商事グループ
米州メディア・建設不動産グループ長(ニューヨーク) 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)
兼 米州食料グループ長
米州住友商事会社事務従事
米州住友商事会社事務従事

和田 知徳

コロンビア住友商事会社事務従事(ボゴタ)
<同社社長>
兼 エクアドル住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 南米支配人付

野島 吉夫

基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐(東京)
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２．機構改正
【4月1日付】
※2015年1月29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＞
《コーポレート部門》
[企画担当役員]

《コーポレート・コーディネーショングループ》

インベスターリレーションズ部（*共管）

秘書部
インベスターリレーションズ部

[人材・総務・法務担当役員]

《人材・総務・法務グループ》

秘書部

[財務 経理 リスクマネジメント担当役員]
[財務・経理・リスクマネジメント担当役員]

《フ
ナンシ ル リソ シズグル プ》
《フィナンシャル・リソーシズグループ》

インベスターリレーションズ部（*共管）

《金属事業部門》
【鋼板・建材本部】

【鋼板・建材本部】
薄板事業部
海外薄板事業部
大阪薄板事業部

薄板事業第一部
薄板事業第 部
薄板事業第二部
【輸送機金属製品本部】

【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

輸送機材事業部
名古屋自動車鋼材事業部

《輸送機・建機事業部門》
【建設機械事業本部】

【建設機械事業本部】
建設機械第一部
建設機械第二部
建設機械第三部

建機販売事業第一部
建機販売事業第二部
建機レンタル事業部

《環境・インフラ事業部門》
【環境・インフラプロジェクト事業本部】

【環境・インフラプロジェクト事業本部】
国内機電事業部
大阪機電事業部

国内機電事業部

【物流保険事業本部】

【物流保険事業本部】
総合物流部
国際物流事業部

物流事業部

《メディア・生活関連事業部門》
【ネットワーク事業本部】

【ネットワーク事業本部】
モバイル&インターネット事業部
通信事業部

総合モバイル事業部
ITソリューション事業部
【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事業部
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【生活資材・不動産本部】

【生活資材本部】
【建設不動産本部】

タイヤ部を輸送機・建機事業部門 自動車事業第二本部に移管する。

《資源・化学品事業部門》
事業部門長直轄の組織として資源・エネルギー プロジェクト管理部を新設する。
【資源第二本部】

【資源第二本部】
石炭部

石炭・原子燃料部
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
石油化学品部

【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
石油化学品部
西日本化学品部
資源性ケミカル第一部

資源性ケミカル第一部

＜海外＞
《欧阿中東ＣＩＳ総支配人》
欧州インフラ部門

欧州インフラ・新事業部門

《米州総支配人》
米州法務グループ
米州輸送機・建機グループ
米州環境・インフラグループ
米州メディア・建設不動産グループ
米州食料グループ

米州法務室
米州機電グループ
米州生活産業グループ

米州住友商事会社傘下のピッツバーグ店を閉鎖する。

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
TEL:03-5166-3100 お問い合わせフォームはこちら

以 上
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