2017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、1.30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

常務執行役員(上海(SHANGHAI))
東アジア総代表
中国住友商事グループＣＥＯ
上海住友商事会社事務従事
中国住友商事会社事務従事
<同社社長>

常務執行役員(北京(BEIJING))
東アジア総代表
中国住友商事グループＣＥＯ
北京事務所長
中国住友商事会社事務従事
<同社社長>

古場 文博

顧問(東京)
資源・化学品事業部門長付

顧問(東京)
資源・化学品事業部門参事
ヌサ･テンガラ･マイニング(株)事務従事

武内 彰

理事(東京)
資源・化学品事業部門参事
ＡＢＡＣ日本支援協議会事務従事

理事(東京)
資源第一本部副本部長

林薫

理事(上海(SHANGHAI))
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国コーポレート部門長
人事・総務・法務・ＩＴグループ長
上海住友商事会社事務従事
中国住友商事会社事務従事

理事(北京(BEIJING))
東アジア総代表補佐
中国住友商事グループ
中国コーポレート部門長
人事・総務・法務・ＩＴグループ長
中国住友商事会社事務従事

若林 稔久

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
アジア大洋州環境・インフラユニット長
インドネシア住友商事会社事務従事
<同社社長>

理事(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
アジア大洋州環境・インフラユニット長
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>

野中 紀彦（＊）

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
米州自動車航空宇宙グループ長
米州住友商事会社事務従事

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
米州輸送機・建機グループ長
米州住友商事会社事務従事

加藤 真一

理事(サンタクララ)
米州総支配人補佐
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
米州住友商事会社事務従事
<同社シリコンバレー店長>

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
米州メディア・建設不動産グループ長
米州住友商事会社事務従事

和田 知徳
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サステナビリティ推進部長(東京)

環境・ＣＳＲ部長(東京)

大野 茂樹

ＩＴ企画推進部長(東京)

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
(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

山田 明義

グローバル人材マネジメント部長(東京)
兼 住商アドミサービス(株)事務従事

人事部長付(東京)
兼 住商アドミサービス(株)事務従事

佐藤 直生

コンプライアンス推進部長(東京)

法務部副部長(東京)

富田 亜紀

事業金融部副部長(東京)

金融事務管理部長(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

志賀 弘二

金融事務管理部長(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

為替業務部長付(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

村岡 桂太

鋼板本部長補佐(東京)
兼 自動車金属製品本部長補佐
兼 軽金属・輸送機金属製品本部長補佐
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

鋼板・建材本部長補佐(大阪)
兼 輸送機金属製品本部長補佐
兼 関西支社副支社長
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

飯島 健司

鋼板本部長補佐(大阪)
兼 自動車金属製品本部長補佐
兼 軽金属・輸送機金属製品本部長補佐
兼 関西支社副支社長
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

輸送機金属製品本部長補佐(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

永野 義典

海外薄板・半製品事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

海外薄板・半製品トレード事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

三原 一晃

軽金属事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

海外薄板事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

福島 浩史
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軽金属事業部参事(東京)
住商メタレックス(株)事務従事

軽金属事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

福田 慎二

鋼管本部長付(東京)

住友商事東北(株)事務従事(仙台)
<同社社長>
兼 東北支社長

今吉 秀行

鋼管本部長付(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>

土弘 信彦

ラインパイプ・厚板条鋼事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

ラインパイプ・厚板条鋼事業部副部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

堀越 卓朗

鋼管企画開発部長(東京)

鋼管企画開発部長付(東京)

伊藤 元

航空事業開発部長(東京)

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

蛭田 範幸

空港ＰＦＩ推進部副部長(東京)

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
兼 南米支配人付

宮﨑 照之

自動車事業第一本部長補佐(東京)

自動車製造事業第二部長(東京)

西河 康志

自動車企画部長付(東京)
兼 (株)住商アビーム自動車総合研究所事務従事

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>

川浦 秀之

モビリティサービス事業部長(東京)

モビリティサービス事業部長付(東京)

北原 顕
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モビリティサービス事業部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事

モビリティサービス事業部長(東京)

近藤 篤哉

自動車リテイルファイナンス事業部長(東京)

モビリティサービス事業部参事(ニューデリー)
SMAS AUTO LEASING INDIA PRIVATE LIMITED事務従事
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州自動車事業ユニット

中山 浩一郎

自動車製造事業第二部長(東京)

自動車製造事業第二部長付(東京)

山西 淳也

自動車事業第二本部長補佐(東京)

タイヤ部長(東京)

中谷 数一

自動車流通事業第三部長付(東京)

ルアンダ事務所長(ルアンダ)

秋山 純也

タイヤ部長(東京)

タイヤ部長付(東京)

山本 光洋

建設機械事業本部長付(東京)

アルゼンチン住友商事会社事務従事(ブエノスアイレス)
岩谷 政史
<同社社長>

建設機械事業本部長付(東京)

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

甲斐 仁

建設機械事業本部長付(東京)

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>

内藤 惠介

社会インフラ事業本部長補佐(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
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社会インフラ事業本部長付(東京)

チリ住友商事会社事務従事(サンティアゴ)
<同社社長>

福原 豊樹

インフラ事業開発部長(東京)

水インフラ事業部長(東京)

長谷川 真一

機電インフラ事業部長(東京)

国内機電事業部長(東京)

内貴 淳史

電力事業第一部長(東京)

電力事業第三部長付(東京)

澤田 篤志

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

電力ＥＰＣ第一部長(東京)

渡辺 優二

電力事業第三部参事(ジャカルタ)
PT. BHUMI JATI POWER事務従事
兼 P.T. SUMMIT NIAGA事務従事
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州環境・インフラユニット

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

松井 智嗣

電力ＥＰＣ第一部長(東京)

電力事業第三部副部長(東京)

米津 暢康

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

キエフ支店長(キエフ)

喜納 政生

電力ＥＰＣ第三部長(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

渡部 修二

メディア・エンターテインメント事業部長(東京)

放送・映画事業部副部長(東京)

日下部 俊彦（＊）
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ＩＴサービス事業部参事(ニューヨーク)
ＳＣＳＫ(株)事務従事
兼 SCSK USA INC.事務従事

ＩＴ企画推進部長(東京)

伊藤 友久

食料事業本部長補佐(東京)
兼 欧米州青果事業部長

食料事業企画部長(東京)
兼 住商フーズ(株)事務従事

中村 好克

食料事業企画部長(東京)

食料事業企画部長付(東京)

原島 昌也

基礎食料部長付(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
兼 欧阿中東ＣＩＳ総支配人付

黒崎 弘康

生活資材・不動産本部長補佐(東京)
兼 ビル事業部長

ビル事業部長(東京)

白石 幸成

生活資材・不動産本部長付(東京)

建材・セメント部長(東京)

若尾 直

建材・セメント部長(東京)

トルコ住友商事会社事務従事(イスタンブール)

吉村 知之

住宅・都市事業部長(東京)

住宅・都市事業部長付(東京)

中嶌 学

資源第一本部長付(東京)

コモディティビジネス部長(東京)

木戸 学

コモディティビジネス部長(東京)

コモディティビジネス部長付(東京)
兼 住商マテリアル(株)事務従事

永尾 英二郎
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エネルギートレード部長付(東京)

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 EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITED
事務従事

金澤 幸雄

ライフサイエンス本部長付(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>

若林 岩生

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

ライフサイエンス本部長補佐(東京)

美藤 斗志也

住友商事東北(株)事務従事(仙台)
<同社社長>
兼 東北支社長

軽金属・特殊鋼板本部長付(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

森川 勤

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 中国金属部門

ラインパイプ・厚板条鋼事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

主藤 康弘

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

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

桜木 徹

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))
北京事務所長
中国住友商事会社事務従事

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

瓜生 慎一

中国住友商事グループ
企画・事業推進グループ長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

中国住友商事グループ
企画・事業推進グループ長(北京(BEIJING))
中国住友商事会社事務従事

岡本 公康

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>

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>

合月 智弘

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>

モビリティサービス事業部長付(東京)

大西 俊也
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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>

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(シンガポール)
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>

竹増 信二郎

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州自動車金融・サービス事業ユニット長
(シンガポール)
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>

自動車リテイルファイナンス事業部長(東京)

髙西 正隆

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(ジャカルタ)
インドネシア住友商事会社事務従事
<同社スラバヤ支店長>

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 中国化学品・エレクトロニクス部門

栗原 淳

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>

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>

武藤 健

欧州住友商事グループ
欧州輸送機・建機部門(アムステルダム)
欧州住友商事会社事務従事
兼 SUMISHO AERO ENGINE LEASE B.V.事務従事

航空事業開発部長(東京)

小島 章敬

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)
エネルギー開発部副部長(東京)
欧州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT EXPLORATION AND PRODUCTION LIMITED事務従事

岡安 謙治

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

生鮮・加工食品部長付(東京)
兼 住商フーズ(株)事務従事

末川 裕之

ルアンダ事務所長(ルアンダ)

国内機電事業部長付(大阪)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

八島 充拓

キエフ支店長(キエフ)

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

山本 芳樹

米州住友商事グループ(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>

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>

堂ノ脇 伸
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米州住友商事グループ
米州鋼管グループ長(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長>
兼 南米支配人付

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ長(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長>

本多 之仁

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ(リオデジャネイロ)
ブラジル住友商事会社事務従事
<同社リオデジャネイロ支店長>
兼 南米支配人付

南米支配人付(リオデジャネイロ)
兼 ブラジル住友商事会社事務従事
<同社リオデジャネイロ支店長>

納 孝司

米州住友商事グループ
米州自動車航空宇宙グループ(メキシコシティ)
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

米州住友商事グループ
米州輸送機・建機グループ(メキシコシティ)
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

橋本 祐吾

米州住友商事グループ
米州自動車航空宇宙グループ(デトロイト)
米州住友商事会社事務従事
<同社デトロイト店長>

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

宮崎 良人

米州住友商事グループ
米州建機輸送機グループ長(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
米州輸送機・建機グループ(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

日向 健一

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

電力事業第一部長(東京)

野口 剛史

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(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

生活資材・不動産本部長補佐(東京)
兼 住宅・都市事業部長

村田 大明

アルゼンチン住友商事会社事務従事(ブエノスアイレス)
<同社社長>

自動車流通事業第三部長付(東京)

岡林 啓介

チリ住友商事会社事務従事(サンティアゴ)
<同社社長>

欧州住友商事グループ
欧州輸送機・建機部門(マドリード)
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

髙木 洋一
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２．機構改正
【4月1日付】
※2017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＞
《コーポレート部門》
［企画担当役員］

［企画担当役員］

グローバル業務部
サステナビリティ推進部

地域総括部
環境・CSR部

［人材・総務・法務担当役員］

［人材・総務・法務担当役員］

人事部
人事厚生部
グローバル人材マネジメント部
文書総務部
法務部
コンプライアンス推進部

人事部
人事厚生部
文書総務部
法務部

《金属事業部門》
【鋼板・建材本部】
海外薄板事業部
海外薄板・半製品トレード事業部

【鋼板本部】

海外薄板・半製品事業部
特殊鋼板事業部

【輸送機金属製品本部】
輸送機材事業部

【自動車金属製品本部】

自動車部品事業開発部（*共管）

【軽金属・特殊鋼板本部】
特殊鋼板事業部

【軽金属・輸送機金属製品本部】

自動車部品事業開発部（*共管）
輸送機材事業部

《環境・インフラ事業部門》
【社会インフラ事業本部】

【環境・インフラプロジェクト事業本部】
国内機電事業部
国内環境エネルギー事業部
海外環境エネルギー事業部
水インフラ事業部
インフラ・プラントプロジェクト部

海外環境エネルギー事業部
国内環境エネルギー事業部
インフラ事業開発部
機電インフラ事業部
【電力インフラ事業本部】

【電力インフラ事業本部】
電力EPC第一部

電力EPC第一部
電力EPC第三部

《メディア・生活関連事業部門》
【メディア事業本部】

【メディア事業本部】
放送・映画事業部

メディア・エンターテインメント事業部
【食料事業本部】
食料事業企画部
欧米州青果事業部

【食料事業本部】
食料事業企画部
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《国内担当役員》
中国支社を、国内担当役員直下の組織とする。

（旧）
国内担当役員

関西支社

中国支社
四国支店
新居浜支店

関西支社

四国支店
新居浜支店

今治営業所

（新）
国内担当役員

中国支社

今治営業所

＜海外＞
《アジア大洋州総支配人》
アジア大洋州自動車事業ユニット
アジア大洋州自動車金融・サービス事業ユニット

アジア大洋州自動車事業ユニット

《米州総支配人》
米州自動車航空宇宙グループ
米州建機輸送機グループ

米州輸送機･建機グループ

米州住友商事会社にシリコンバレー店を新設する。
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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