2019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

顧問（東京）
金属事業部門参事
住商メタルワン鋼管㈱事務従事

執行役員（東京）
金属事業部門参事
住商鋼管㈱事務従事

及川 毅（＊）

理事(東京)
コーポレート部門
人材・総務・法務担当役員補佐
(総務・法務担当)

理事(東京)
法務部長

實野 容道（＊）

理事(東京)
自動車製造事業本部長

理事(東京)
自動車製造事業本部長
自動車部品事業開発部長

小野瀬 一之

理事(東京)
社会インフラ事業本部長

理事(東京)
社会インフラ事業本部長
北ハノイ開発部長

辛島 裕

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
ベトナム住友商事会社事務従事
<同社社長>

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州社会・物流・交通輸送インフラ
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>

古澤 秀公（＊）

監査役業務部長(東京)

内部監査部長付(東京)

中井戸 達也

災害・安全対策推進部長(東京)

米州住友商事グループ
米州財務・経理グループ(サラマンカ)
メキシコ住友商事会社事務従事
<同社サラマンカ事務所長>

月本 丈士

法務部長(東京)

法務部長付(東京)

長澤 貴夫

法務部参事(東京)
(財)国際民商事法センター事務従事

監査役業務部長(東京)

青木 宏昌

リスクマネジメント第四部長(東京)

リスクマネジメント第二部副部長(東京)

籾井 充

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

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

嵜本 宏一

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

米州住友商事グループ
米州鋼材・非鉄金属グループ(ケレタロ)
メキシコ住友商事会社事務従事
SERVILAMINA SUMMIT MEXICANA. S.A. DE C.V.事務従事

佐野 吾郎

海外薄板事業部参事(東京)
住友商事グローバルメタルズ(株)
事務従事

台湾住友商事会社事務従事(高雄)
<同社高雄支店長>

佐野 安孝（＊）

厚板建材事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

厚板条鋼・特殊管事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

堀越 卓朗

自動車鋼板事業第一部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事
兼 自動車企画部副部長

自動車鋼板事業第一部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

森 大介

メカニカル鋼管・特殊管事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

厚板条鋼・特殊管事業部副部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

我妻 良憲

メカニカル鋼管・特殊管事業部参事(東京)
住商メタルワン鋼管(株)事務従事

メカニカル鋼管事業部長(東京)
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

中村 俊介

軽金属・輸送機金属製品本部長補佐(大阪)
兼 鋼板本部長補佐
兼 自動車金属製品・特殊管本部長補佐
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

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 鋼管本部長補佐
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

永野 義典

鋼管本部長補佐(東京)
兼 ラインパイプ事業部長

ラインパイプ事業部長(東京)

吉村 雅弘

自動車製造事業本部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

自動車製造事業本部長補佐(東京)
兼 自動車流通事業本部長補佐
兼 自動車モビリティ事業本部長補佐

梅地 康仁

自動車製造事業本部長付(東京)

自動車製造事業第一部長(東京)

吉川 健

自動車製造事業第一部長(東京)
兼 自動車製造事業本部長補佐

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

桜木 徹

自動車部品事業開発部長(東京)

自動車部品事業開発部長付(東京)
兼 自動車製造事業本部長付

武岡 一満

自動車流通事業本部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機事業部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

米山 知宏

自動車流通事業第三部長(東京)

資源第一本部長付(東京)

八代 倫明

モビリティサービス事業第一部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事
兼 MOBILOTS(株)事務従事

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州輸送機・建機事業第一ユニット長
(バンコク)
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

簑口 健

建設機械事業本部長補佐(東京)

建機販売事業第二部長(東京)

天野 寛教

建設機械事業本部長付(東京)

チリ住友商事会社事務従事(サンティアゴ)
<同社社長>

髙木 洋一

建機販売事業第二部長(東京)

建機販売事業第一部参事(ジェッダ)
ABDUL LATIF JAMEEL SUMMIT CO., LTD.事務従事
兼 中東住友商事グループ
中東建機・船舶・航空宇宙・リース事業部門

松尾 竜

インフラ業務部長付(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>

合月 智弘

社会インフラ事業本部長付(東京)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

社会インフラ事業本部長補佐(東京)
兼 住友商事マシネックス(株)事務従事

舘 信道

社会インフラ事業本部長付(東京)
兼 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
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

金岡 秀紀

北ハノイ開発部長(東京)

北ハノイ開発部長付(東京)

塚本 敏行

国内環境エネルギー事業部長(東京)

海外環境エネルギー事業部長付(東京)

水無瀬 淳

物流インフラ事業本部長付(東京)

物流事業部長(東京)

安部 賢司

物流インフラ事業本部長付(上海(SHANGHAI))
兼 住商グローバル・ロジスティクス(株)事務従事
兼 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (CHINA) CO., LTD.
事務従事
兼 中国住友商事グループ
物流グループ長
上海住友商事会社事務従事

物流インフラ事業本部長付(上海(SHANGHAI))
兼 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (CHINA) CO., LTD.
事務従事
兼 中国住友商事グループ
物流グループ長
上海住友商事会社事務従事

安斎 智明

物流事業部長(東京)

物流業務部参事(ブカシ)
PT.SUMISHO GLOBAL LOGISTICS INDONESIA事務従事
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州社会・物流・交通輸送インフラユニット

番匠 賢志

デジタル事業企画部長(東京)

デジタルソリューション事業部長(東京)
兼 新事業投資部長

荒牧 俊一

デジタルソリューション事業部副部長(東京)

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット長(バンコク)
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

仲田 忍

デジタルソリューション事業部長(東京)

デジタルソリューション事業部参事(東京)
ＳＣＳＫ(株)事務従事

長谷川 雅義

新事業投資部長(東京)

自動車流通事業第一部参事(キエフ)
TOYOTA UKRAINE事務従事
兼 ＣＩＳ住友商事会社事務従事

相原 堂秀

生活・不動産業務部参事(東京)
(株)トモズ事務従事

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

織茂 潤二

食料事業本部長補佐(東京)
兼 食料事業第二部長

米州住友商事グループ
米州食料・ライフスタイルグループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

小西 正人

食料事業本部参事(東京)
住商フーズ(株)事務従事

食料事業本部長補佐(東京)
兼 住商フーズ(株)事務従事

田島 鉄郎

食料事業第一部長(東京)

食料事業本部参事(東京)
サミット(株)事務従事

山下 伊士

食料事業第一部参事(東京)
住商フーズ(株)事務従事

食料事業企画部長(東京)

原島 昌也

アジア青果事業部長(東京)

生鮮・加工食品部長(東京)

小笠 昇

鉛・亜鉛事業部長(東京)

鉄鋼原料部長付(東京)

椿 賢一郎

炭素部参事(東京)
住商ＣＲＭ(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

瓜生 慎一

無機・機能化学品部長付(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(ホーチミン)
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>

高野 正秀

無機原料部長(東京)

無機・機能化学品部長付(東京)

田中 隆志

エレクトロニクス第一部長付(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(プラハ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社プラハ支店長>

森 正浩

エレクトロニクス第二部参事(東京)
(株)スミトロニクス事務従事

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

二島 文幹

四国支店長(高松)
兼 国内営業推進・開発部長付

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長
兼 国内営業推進・開発部長付

樽見 雅幸

新居浜支店長(新居浜)
兼 国内営業推進・開発部長付

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(マニラ)
兼 アジア大洋州メディア・生活関連ユニット
兼 アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット
フィリピン住友商事会社事務従事

小鷹 顕

浜松支店長(浜松)

自動車企画部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

佐藤 修

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
兼 住商メタルワン鋼管(株)事務従事
兼 メカニカル鋼管・特殊管事業部長付

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

田淵 浩一

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

自動車製造事業第一部副部長(浜松)
兼 浜松支店長

南口 太郎

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長(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
中国生活関連産業部門(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

大野 隆平

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

鉛・亜鉛事業部長(東京)

稲葉 誠

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

国内環境エネルギー事業部長(東京)

達下 篤

Assistant to General Manager,
Corporate Planning & Business Development Group
in Sumitomo Corporation China Group,
Sumitomo Corporation (China) Holding Ltd.
(Beijing)

中国住友商事グループ(青島)
上海住友商事会社事務従事
<同社青島支店長>
兼 青島住友商事会社事務従事
<同社社長>

ゴン リーウェイ

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

リスクマネジメント第四部長(東京)

伊丹 信明

中国住友商事グループ(青島)
上海住友商事会社事務従事
<同社青島支店長>
兼 青島住友商事会社事務従事
<同社社長>

General Manager,
Environment & Infrastructure Business Dept. No.1
related Business
China Environment & Infrastructure Business Unit
in Sumitomo Corporation China Group,
Sumitomo Corporation (China) Holding Ltd.
(Beijing)

コウ ガクホウ

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州戦略事業開発ユニット長(シンガポール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事

アジア大洋州総支配人付(シンガポール)
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州住友商事会社事務従事

藤田 巧

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(バンコク)
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
兼 アジア大洋州自動車事業第一ユニット
兼 アジア大洋州自動車事業第二ユニット
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

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(ムンバイ)
MUKAND SUMI SPECIAL STEEL LIMITED事務従事

岡本 康資

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第一ユニット長(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>

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州輸送機・建機事業第二ユニット長
(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>

髙西 正隆

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第二ユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

自動車流通事業第三部長(東京)

山縣 輝元

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州リース・船舶・建設機械ユニット長
(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>

建設機械事業本部参事(東京)
住商機電貿易(株)事務従事
兼 自動車企画部長付
兼 モビリティサービス事業第一部長付

川田 知生

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州電力インフラユニット長(バンコク)
兼 アジア大洋州社会・物流・交通輸送インフラ
ユニット長
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州電力インフラユニット長(バンコク)
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

谷口 晃一

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(バンコク)
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

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>

武末 信生

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(チェンナイ)
兼 アジア大洋州自動車事業第二ユニット
兼 アジア大洋州リース・船舶・建設機械ユニット
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
アジア大洋州メディア・生活関連ユニット(チェンナイ)
兼 アジア大洋州輸送機・建機事業第一ユニット
兼 アジア大洋州輸送機・建機事業第二ユニット
インド住友商事会社事務従事
<同社チェンナイ支店長>

木村 秀人

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州資源・化学品ユニット(ホーチミン)
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>

無機・機能化学品部長付(東京)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

山下 茂樹

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>

海外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

阪野 泰啓

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機事業部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

自動車製造事業第一部長付(東京)

長岡 秀行

欧州住友商事グループ
欧州自動車・建機部門（プラハ）
欧州住友商事会社事務従事
<同社プラハ支店長>

Deputy Office Manager
Praha Branch
Sumitomo Corporation Europe Limited
イジー ホボット
Manager
Pan EU Automotive Supply Chain Department,
Automotive & Construction Systems Unit

中東住友商事グループ
中東鋼材・非鉄部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 サウジアラビア住友商事会社事務従事

中東住友商事グループ
中東鋼材・非鉄部門長(アルホバル)
兼 中東鋼管部門
サウジアラビア住友商事会社事務従事

松王 淳

中東住友商事グループ
中東自動車・タイヤ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 トルコ住友商事会社事務従事

中東住友商事グループ
中東自動車・タイヤ事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 トルコ住友商事会社事務従事
兼 TOYOTA LIBYA F.Z.C.事務従事

中川 洋

中東住友商事グループ
中東建機・船舶・航空宇宙・リース事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 イラン住友商事会社事務従事
兼 アフリカ住友商事会社事務従事

中東住友商事グループ
中東建機・船舶・航空宇宙・リース事業部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 イラン住友商事会社事務従事

小野寺 亮

中東住友商事グループ
中東インフラ事業部門長(アブダビ)
中東住友商事会社事務従事
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事
兼 アフリカ住友商事会社事務従事
兼 イラン住友商事会社事務従事

中東住友商事グループ
中東インフラ事業部門長(アブダビ)
中東住友商事会社事務従事
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事
兼 アフリカ住友商事会社事務従事

蔭山 健

中東住友商事グループ
中東資源・化学品部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 トルコ住友商事会社事務従事
兼 イラン住友商事会社事務従事

中東住友商事グループ
中東資源・化学品部門長(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 イラン住友商事会社事務従事

衛藤 秀則

バグダッド事務所長(アンマン)
兼 ダマスカス事務所長

バグダッド事務所長(アンマン)
兼 エルビル事務所長
兼 ダマスカス事務所長

岡本 武

エルビル事務所長(エルビル)
兼 バグダッド事務所長付

中東住友商事グループ
中東建機・船舶・航空宇宙・リース事業部門(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事

川原 大

米州住友商事グループ
米州コミュニケーション・ダイバーシティ推進
グループ長（ニューヨーク）
米州住友商事会社事務従事

Head of Corporate Communications Department
Corporate Coordination Group
Sumitomo Corporation of Americas
Sumitomo Corporation of Americas Group

ジュエル ヤマダ

米州住友商事グループ
米州財務・経理グループ(サラマンカ)
メキシコ住友商事会社事務従事
<同社サラマンカ事務所長>

米州住友商事グループ
米州財務・経理グループ(サラマンカ)
メキシコ住友商事会社事務従事
<同社サラマンカ事務所>

嘉藤 龍雄

米州住友商事グループ
米州食料・ライフスタイルグループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事

基礎食料部長(東京)

泥谷 英樹

チリ住友商事会社事務従事(サンティアゴ)
<同社社長>

海外環境エネルギー事業部長付(東京)

早川 泰蔵

２．機構改正
【4月1日付】

＜国内＞
《コーポレート部門》
【人材・総務・法務担当役員】
災害・安全対策推進部を新設する。

《金属事業部門》
【鋼板本部】
厚板建材事業部
【自動車金属製品・特殊管本部】
メカニカル鋼管・特殊管事業部

【自動車金属製品本部】
メカニカル鋼管事業部
【鋼管本部】
厚板条鋼･特殊管事業部

《メディア・デジタル事業部門》
【デジタル事業本部】
デジタル事業企画部
デジタルソリューション事業部

【デジタル事業本部】
デジタルソリューション事業部

《生活・不動産事業部門》
【食料事業本部】
食料事業第一部
食料事業第二部
欧米州青果事業部
アジア青果事業部

【食料事業本部】
食料事業企画部
欧米州青果事業部
生鮮・加工食品部
基礎食料部

《資源・化学品事業部門》
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
無機・機能化学品部
無機原料部

【基礎化学品・エレクトロニクス本部 】
無機・機能化学品部

＜海外＞
《アジア大洋州総支配人》
【アジア大洋州住友商事グループ】
アジア大洋州戦略事業開発ユニット（新設）
アジア大洋州自動車事業第一ユニット
アジア大洋州自動車事業第二ユニット
アジア大洋州リース・船舶・建設機械ユニット

【アジア大洋州住友商事グループ】
アジア大洋州輸送機･建機事業第一ユニット
アジア大洋州輸送機･建機事業第二ユニット

《米州総支配人》
【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
米州コミュニケーション・ダイバーシティ推進グループ

【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

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:03-6285-3100 お問い合わせフォームはこちら

以

上

