2020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、1.16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

執行役員(東京)
資源第一本部長

執行役員(東京)
資源第二本部長

有友 晴彦（＊）

理事(東京)
食料事業本部参事
(株)ケーアイ・フレッシュアクセス事務従事

理事(東京)
食料事業本部長

中村 好克（＊）

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
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット長
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>

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
(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長>

宇野 正人（＊）

理事(大阪)
国内担当役員補佐
国内業務企画部長
関西支社副支社長

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
アジア大洋州コーポレートユニット長
アジア大洋州住友商事会社事務従事

亀山 経一郎（＊）

嘱託(東京)
エネルギー本部参事
エルエヌジージャパン(株)事務従事

嘱託(東京)
資源第一本部長

小野島 恭（＊）

コーポレート部門参事(東京) (企画担当)
住友商事グローバルリサーチ(株)事務従事

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門(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>

久野 泰典

中東住友商事グループ
財務・経理・リスクマネジメント担当役員付(東京)
中東コーポレート部門長(ドバイ)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)
中東住友商事会社事務従事
事務従事
兼 中東支配人付

伊藤 友介（＊）

アセットマネジメント推進部長(東京)

蝦名 佳秀

アセットマネジメント推進部長付(東京)

総合経理部長付(東京)

中東住友商事グループ
中東コーポレート部門(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 トリポリ事務所長
兼 中東支配人付

鳴神 雄一朗

輸送機・建機経理部長(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

輸送機・建機経理部長付(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

田口 勝彦

厚板建材事業部参事(東京)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株)事務従事

自動車鋼板事業第二部長(名古屋)
兼 サミットスチール(株)事務従事
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

山口 隆

自動車鋼板事業第二部長(名古屋)
兼 サミットスチール(株)事務従事
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット(ジャカルタ)
吉谷 猛
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
インドネシア住友商事会社事務従事

軽金属・輸送機金属製品本部長付(大阪)
兼 鋼材本部長付
兼 住友商事グローバルメタルズ(株)事務従事

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

永野 義典

輸送機材事業第一部長(東京)

輸送機材事業部長(東京)

小川 雄一

輸送機材事業第二部長(東京)

軽金属・輸送機金属製品本部長付(東京)

吉村 直裕

鋼管本部長付(東京)

中東住友商事グループ(アルホバル)
サウジアラビア住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 リヤド支店長>

石原 淳也

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>

竹増 信二郎

エネルギー資機材・サービス事業部長(東京)

エネルギー資機材・サービス事業部長(東京)
兼 鋼管本部長付

伊藤 元

輸送機・建機業務部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事

輸送機・建機経理部長(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

巽 章

リース・船舶・航空宇宙事業本部長付(東京)

中国住友商事グループ(香港(HONG KONG))
香港住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国住友商事グループ
中国輸送機･建機部門

桜井 知治

リース・事業開発部参事(東京)
三井住友ファイナンス＆リース(株)事務従事

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

松王 淳

自動車製造事業第二部長付(東京)

米州住友商事グループ
米州自動車グループ(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

自動車製造事業第三部長(東京)

自動車部品事業開発部長(東京)

武岡 一満

自動車流通事業第二部長付(東京)

ナイロビ事務所長(ナイロビ)

今井 毅彦

自動車流通事業第二部長(東京)

中東住友商事グループ
中東自動車・タイヤ事業部門(エルビル)
中東住友商事会社事務従事
TOYOTA AL IRAQ COMPANY FOR TRADING
AND SERVICES OF VEHICLES LTD.事務従事

藤元 信輔

自動車モビリティ事業本部長補佐(東京)

自動車モビリティ事業第三部長(東京)

中山 浩一郎

自動車モビリティ事業第一部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事

中国支社長(広島)

髙島 恭一郎

自動車モビリティ事業第三部長(東京)

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(ジャカルタ)
雲丹亀 陽祐
P.T. OTO MULTIARTHA事務従事
兼 P.T. SUMMIT OTO FINANCE事務従事

建機レンタル事業部長付(東京)

中東住友商事グループ(ジェッダ)
サウジアラビア住友商事会社事務従事
<同社ジェッダ支店長>

国内インフラ事業部参事(半田)
サミットエナジー(株)事務従事
兼 サミット半田パワー(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
大場 渉
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>

長田 雅宜

国内インフラ事業部長(東京)

国内インフラ事業部長付(東京)
兼 サミットエナジー(株)事務従事

藤井 大介

ゼロエミッション事業部長(東京)

社会インフラ事業本部長付(東京)

藤田 康弘

電力インフラ第一部長(東京)

国内環境エネルギー事業部長(東京)

水無瀬 淳

電力インフラ第二部長(東京)

海外環境エネルギー事業部長付(東京)

梁井 崇史（＊）

電力インフラ第三部長(東京)

電力事業第一部長(東京)
兼 電力事業第二部長
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事

遠藤 宏治

電力インフラ第四部長(東京)
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事

電力事業第二部副部長(東京)
兼 (株)サミット・グローバル・パワー事務従事

坂本 努

電力インフラ第五部長(東京)

電力ＥＰＣ第二部長(東京)

小林 元

電力インフラ第六部長(東京)
兼 住友商事パワー＆モビリティ(株)事務従事

電力ＥＰＣ第三部長(東京)
兼 住友商事パワー＆モビリティ(株)事務従事

渡部 修二

電力インフラ第七部長(東京)
兼 電力インフラ第八部長
兼 スミエナジー・ベンチャーズ合同会社事務従事

電力事業第三部長(東京)
兼 電力ＥＰＣ第一部長
兼 スミエナジー・ベンチャーズ合同会社事務従事

竹中 英介

物流インフラ事業本部参事(東京)
住商インシュアランス(株)事務従事

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
兼 上海住友商事会社事務従事

安斎 智明

物流インフラ事業本部長付(東京)
兼 (株)ブルーウェル インシュアランス
ブローカーズ事務従事

保険事業部長(東京)

今野 俊克

物流業務部長付(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

物流業務部長付(大阪)
兼 住商グローバル・ロジスティクス(株)事務従事
兼 国内業務企画部長付

萬井 淳

保険事業部長(東京)

中東住友商事グループ
中東コーポレート部門(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 中東支配人付

小川 隆司

メディア・デジタル事業部門長付(東京)
兼 スマートプラットフォーム事業本部長付

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 欧州支配人付
兼 SUMMIT MANAGEMENT FRANCE S.A.S.事務従事

新宅 裕一

メディア事業本部長補佐(東京)

スマートインフラ事業部参事(ヤンゴン)
KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO., LTD.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

梅田 礼三

メディア事業本部参事(東京)
ジュピターショップチャンネル(株)事務従事

リテイル事業第二部長(東京)

小川 吉宏

デジタルマーケティング事業部長(東京)

デジタルマーケティング事業部長付(東京)

安藤 建太

デジタル事業本部参事(東京)
ＳＣＳＫ(株)事務従事

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

佐藤 誠之

デジタル事業本部参事(東京)
ＳＣＳＫ(株)事務従事

ＩＴ企画推進部長(東京)

山田 明義

デジタルソリューション事業第一部長(東京)

デジタルソリューション事業部副部長(東京)

仲田 忍

デジタルソリューション事業第二部長(東京)

デジタルソリューション事業部副部長(東京)

錦織 努

ＩＴ企画推進部長(東京)

ＩＴ企画推進部長付(東京)

塩谷 渉

スマートプラットフォーム事業本部長付(東京)

スマートサービス事業部長(東京)

川瀬 浩一

スマートプラットフォーム事業本部参事(東京)
(株)ティーガイア事務従事

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

藤田 巧

スマートサービス事業部長(東京)

スマートサービス事業部副部長(東京)

塩谷 知之

リテイル事業第二部長(東京)

デジタルマーケティング事業部長(東京)

宮内 正史

生活資材・不動産本部長付(東京)

生活資材・不動産本部長補佐(東京)

高光 克典

木材資源事業部参事(オークランド)
SUMMIT FORESTS NEW ZEALAND LIMITED事務従事
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州生活・不動産ユニット
オーストラリア住友商事会社事務従事
<同社オークランド事務所長>

木材資源事業部参事(オークランド)
SUMMIT FORESTS NEW ZEALAND 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
<同社オークランド事務所長>

篠岡 隆

非鉄金属開発事業部長(東京)

鉄鋼原料部長(東京)

田久保 壮輔

ニッケル・コバルト事業部長(東京)

ニッケル新金属事業部副部長(東京)

矢崎 耕一郎

鉄鋼原料部長(東京)

ニッケル新金属事業部長(東京)

新田 臣平

エネルギー本部長補佐(東京)

エネルギー開発部長(東京)

杉浦 悟

エネルギー開発部長(東京)

米州住友商事グループ
米州資源グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT MINING INTERNATIONAL INC.事務従事
兼 SCMI US INC.事務従事
兼 SC MINERALS AMERICA INC.事務従事

秋山 晃

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(大阪)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事
兼 国内営業推進・開発部長付

中国住友商事グループ(長春(CHANGCHUN))
上海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>

佐々 英之

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

基礎化学品・エレクトロニクス本部長補佐(東京)

丸山 浩道

石油化学品部長付(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(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>

武藤 健

アグリサイエンス部長付(東京)
兼 住商アグロインターナショナル(株)事務従事

ハバナ事務所長(ハバナ)

大久保 健一

中国支社長(広島)

米州住友商事グループ
米州自動車グループ(サラマンカ)
メキシコ住友商事会社事務従事
MAZDA MOTOR MANUFACTURING DE MEXICO S.A.
DE C.V.事務従事

森藤 雅彦

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

山田 英典

中国住友商事グループ(香港(HONG KONG))
香港住友商事会社事務従事
<同社社長>

アセットマネジメント推進部長(東京)

簑原 友康

中国住友商事グループ(天津(TIANJIN))
天津住友商事会社事務従事
<同社社長>

基礎化学品・エレクトロニクス本部参事(東京)
住友商事ケミカル(株)事務従事

大坪 浩

中国住友商事グループ(長春(CHANGCHUN))
上海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>

石油化学品部長付(東京)

相良 隆博

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
国内インフラ事業部長(東京)
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>

堀口 勝人

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

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

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州DXセンター長(シンガポール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事

デジタルソリューション事業部長(東京)

長谷川 雅義

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)
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>

南 とおる

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)
自動車流通事業第二部長(東京)
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

三宅 隆介

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州インフラユニット長(ジャカルタ)
インドネシア住友商事会社事務従事
兼 P.T. SUMMIT NIAGA事務従事

電力インフラ事業本部長付(ジャカルタ)
兼 P.T. SUMMIT NIAGA事務従事
兼 アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州電力インフラユニット
兼 インドネシア住友商事会社事務従事

松井 智嗣（＊）

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州メディア・デジタルユニット長
(シンガポール)
兼 アジア大洋州DXセンター
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>
兼 SC-NEX PTE. LTD.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
(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>
兼 SC-NEX PTE. LTD.事務従事

福田 修司

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州生活・不動産ユニット長(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
(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

武末 信生

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州生活・不動産ユニット(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>

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・エネルギーユニット長
(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>
兼 SUMMIT ENERGY&RESOURCES PTE. LTD.事務従事

資源第二本部長補佐(東京)

中根 勝

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット
(ホーチミン)
兼 アジア大洋州資源・エネルギーユニット
兼 アジア大洋州生活・不動産ユニット
兼 アジア大洋州メディア・デジタルユニット
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>

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>

山下 茂樹

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット
(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>

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>

栗原 淳

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット
(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>

叶内 敬之

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(パリ)
兼 欧州事業開発部門
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

鋼管本部長付(東京)

志摩 明

欧州住友商事グループ
欧州鋼材・非鉄部門長(デュッセルドルフ)
兼 欧州自動車事業部門
ドイツ住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州鋼材・非鉄部門長(デュッセルドルフ)
兼 欧州自動車・建機事業部門
ドイツ住友商事会社事務従事

髙橋 洋治

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

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

長岡 秀行

欧州住友商事グループ
欧州リース・船舶・航空宇宙・建機事業部門長
(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州リース・船舶・航空宇宙事業部門長(ロンドン) 河村 浩一
欧州住友商事会社事務従事

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門(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>

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)
山縣 輝元
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

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

経営企画部長付(東京)

大谷 克也

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門(テルアビブ)
欧州住友商事会社事務従事
兼 IN CAPITAL SCIL LTD事務従事

欧州住友商事グループ
欧州事業開発部門(テルアビブ)
欧州住友商事会社事務従事
兼 テルアビブ事務所長
兼 IN CAPITAL SCIL LTD事務従事

内村 直哉

テルアビブ事務所長(テルアビブ)

アニマルヘルスサイエンス部長付(東京)

岡崎 健

ナイロビ事務所長(ナイロビ)

ダルエスサラーム事務所長(ダルエスサラーム)

ハスネイン グラムフセイン

ダルエスサラーム事務所長(ダルエスサラーム)
兼 電力インフラ第五部長付

電力ＥＰＣ第二部長付(ダルエスサラーム)
兼 アフリカ支配人付

黒田 朋之

中東住友商事グループ(アルホバル)
サウジアラビア住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 リヤド支店長 兼 ジェッダ支店長>

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

中川 洋

中東住友商事グループ
中東コーポレート部門(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 トリポリ事務所長
兼 中東支配人付

中東住友商事グループ
中東コーポレート部門(ドバイ)
中東住友商事会社事務従事
兼 中東支配人付

山本 守

中東住友商事グループ
中東鋼管部門長(ドバイ)
兼 中東鋼材・非鉄部門長
中東住友商事会社事務従事

油井管事業部副部長(東京)

宮田 修二（＊）

中東住友商事グループ
中東自動車・タイヤ事業部門(エルビル)
中東住友商事会社事務従事
TOYOTA AL IRAQ COMPANY FOR TRADING
AND SERVICES OF VEHICLES LTD.事務従事

中東住友商事グループ
中東総合事業部門長(イスタンブール)
トルコ住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>

江崎 泰

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 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
中東自動車・タイヤ事業部門(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

市川 義則

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 サウジアラビア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
兼 アフリカ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

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
兼 トルコ住友商事会社事務従事

衛藤 秀則

中東住友商事グループ
中東総合事業部門長(イスタンブール)
トルコ住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>

建設機械事業本部長補佐(東京)

天野 寛教

米州住友商事グループ
米州自動車グループ(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
米州自動車グループ(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>

石橋 龍雄

米州住友商事グループ
米州資源グループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT MINING INTERNATIONAL INC.事務従事
兼 SCMI US INC.事務従事
兼 SC MINERALS AMERICA INC.事務従事

米州住友商事グループ
米州資源グループ(ラパス)
ブラジル住友商事会社事務従事
MINERA SAN CRISTOBAL, S.A.事務従事

平野 光洋

グアテマラ事務所長(グアテマラ)
兼 ハバナ事務所長

グアテマラ事務所長(グアテマラ)

南里 卓也

２．機構改正
【4月1日付】

＜国内＞
《金属事業部門》
【鋼材本部】
薄板事業部
海外薄板事業部
厚板建材事業部
自動車鋼板事業第一部
自動車鋼板事業第二部
メカニカル鋼管・特殊管事業部
線材特殊鋼鋳鍛事業部

【鋼板本部】
薄板事業部
海外薄板事業部
厚板建材事業部

【軽金属・輸送機金属製品本部】
軽金属事業部
輸送機材事業第一部
輸送機材事業第二部

【軽金属・輸送機金属製品本部】
軽金属事業部
輸送機材事業部

【自動車金属製品・特殊管本部】
自動車鋼板事業第一部
自動車鋼板事業第二部
メカニカル鋼管・特殊管事業部
線材特殊鋼鋳鍛事業部

《輸送機・建機事業部門》
【自動車製造事業本部】
自動車製造事業第三部

【自動車製造事業本部】
自動車部品事業開発部

《インフラ事業部門》
【社会インフラ事業本部】
国内インフラ事業部
海外インフラ事業部
交通・輸送インフラ事業部
PFI推進部
北ハノイ開発部
ゼロエミッション事業部（新設）

【社会インフラ事業本部】
国内インフラ事業部
海外インフラ事業部
交通・輸送インフラ事業部
PFI推進部
北ハノイ開発部

【電力インフラ事業本部】
電力インフラ第一部
電力インフラ第二部
電力インフラ第三部
電力インフラ第四部
電力インフラ第五部
電力インフラ第六部
電力インフラ第七部
電力インフラ第八部

【電力インフラ事業本部】
電力事業第一部
電力事業第二部
電力事業第三部
電力EPC 第一部
電力EPC 第二部
電力EPC 第三部
国内環境エネルギー事業部
海外環境エネルギー事業部

《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第一部
デジタルソリューション事業第二部
IT企画推進部
新事業投資部

【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
IT企画推進部
新事業投資部

《資源・化学品事業部門》
【資源第一本部】
非鉄金属開発事業部
ニッケル・コバルト事業部
鉛・亜鉛事業部
非鉄金属原料部
コモディティビジネス部

【資源第一本部 】
非鉄金属事業部
シエラゴルダ･プロジェクト部
ニッケル新金属事業部
鉛・亜鉛事業部
非鉄金属原料部
コモディティビジネス部

＜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DXセンター（※）
アジア大洋州インフラユニット
アジア大洋州メディア・デジタルユニット
アジア大洋州生活・不動産ユニット
アジア大洋州資源・エネルギーユニット
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット

【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
アジア大洋州社会・物流・交通輸送インフラユニット
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DXセンター」をユニット格に引き上げる。

《欧阿中東CIS総支配人》
【欧州住友商事グループ】
欧州鋼材・非鉄部門
欧州自動車事業部門
欧州リース･船舶･航空宇宙・建機事業部門

【欧州住友商事グループ】
欧州鋼材・非鉄部門
欧州自動車･建機事業部門
欧州リース･船舶･航空宇宙事業部門

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

