
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、1.13付および3.10付発表内容からの変更】

１．主管者級人事異動

【4月1日付】

所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地

代表取締役　専務執行役員
企画担当役員
ＣＳＯ

東京
代表取締役　常務執行役員
企画担当役員
ＣＳＯ・ＣＩＯ

東京 東野 博一（＊）

執行役員
エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリー
ダー

東京
理事
エネルギーイノベーション・イニシアチブサブリーダー
企画・戦略部長

東京 北島 誠二（＊）

執行役員
DX・IT統括責任者
ＣDＯ・ＣＩＯ

東京
理事
経営企画部副部長

東京 巽 達志（＊）

理事
グローバル戦略推進部長
企画担当役員付

東京
理事
グローバル業務部長
企画担当役員付

東京 德田 憲

理事
監査役業務部長
取締役業務部長

東京
理事
監査役業務部長

東京 渡部 譲二

理事
物流インフラ事業本部参事

住商グローバル・ロジス
ティクス(株)

東京
理事
社会インフラ事業本部長

東京 古澤 秀公（＊）

理事
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
アグリフード・ライフサイエンス部門長
南米副支配人
ブラジル住友商事会社

サンパウロ

理事
南米副支配人
ブラジル住友商事会社
リオデジャネイロ支店長

サンパウロ 銕 智明（＊）

理事
ヘルスケア事業本部長

東京
理事
ライフスタイル事業本部参事

(株)トモズ 東京 德廣 英之

理事
ヘルスケア事業本部参事

(株)トモズ 東京
理事
ライフスタイル事業本部長補佐
リテイル事業第一部長

東京 角谷 真司

理事
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ＣＦＯ
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
アジア大洋州住友商事会社

シンガポール

理事
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
アジア大洋州住友商事会社

シンガポール 西村 雅人（＊）

理事
ヘルスケア事業本部副本部長
海外ヘルスケア事業部長

東京 ヘルスケア事業部長 東京 長谷川 博史（＊）

理事
DX・IT統括責任者補佐
IT企画推進部長

東京 IT企画推進部長 東京 塩谷 渉（＊）

理事
デジタル事業本部副本部長
新事業投資第一部長

東京 新事業投資部長 東京 浪花 隆（＊）

リース・船舶・航空宇宙事業本部参事
欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CISリース・船舶・航空宇宙・建機事業部門

三井住友ファイナンス＆
リース(株)/SMBC
AVIATION CAPITAL
LIMITED

ダブリン リース・事業開発部長 東京 蛭田 範幸（＊）

デジタル戦略推進部長 東京 デジタルソリューション事業第二部長 東京 細谷 真吾

IT企画推進部副部長 東京 IT統括部長 東京 西脇 孝博

グローバル戦略推進部副部長
企画担当役員付

住友商事グローバルリ
サーチ(株)

東京 資源・エネルギー プロジェクト管理部長 東京 鈴木 哲也

災害・安全対策推進部長 東京

中国住友商事グループ
中国資源・エネルギー部門長
中国住友商事会社
ウランバートル事務所長

北京(BEIJING) 稲葉 誠

2023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

記

新分掌 旧分掌
氏名



所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地
新分掌 旧分掌

氏名

事業金融部長 東京
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
アジア大洋州住友商事会社

SUMITOMO
CORPORATION CAPITAL
ASIA PTE. LTD.

シンガポール 河手 徹也

鋼材事業部長
鋼材本部長付

東京 鋼材事業部長 東京 木島 育人

鋼材事業部参事
住友商事グローバルメタ
ルズ(株)

東京 輸送機材事業第二部長
住友商事グローバルメタ
ルズ(株)

東京 吉村 直裕

輸送機材事業第一部長
住友商事グローバルメタ
ルズ(株)

東京 輸送機材事業第一部長付
住友商事グローバルメタル
ズ(株)

東京 髙岡 盛一郎

輸送機材事業第二部長
住友商事グローバルメタ
ルズ(株)

東京 輸送機材事業第一部長
住友商事グローバルメタル
ズ(株)

東京 梶川 彰太

鋼管次世代事業推進部長 東京 鋼管次世代事業推進部長付 東京 堀田 賢一

輸送機・建機業務部参事
住友商事パワー＆モビリ
ティ(株)

東京 災害・安全対策推進部長 東京 月本 丈士

Beyond Mobility事業部長 東京
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州自動車事業第一ユニット

P.T. OTO
MULTIARTHA/P.T.
SUMMIT OTO FINANCE

ジャカルタ 大塚 貴功

リース・船舶・航空宇宙事業本部参事 (株)大島造船所 東京
欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CISリース・船舶・航空宇宙・建機事業部門長
欧州住友商事会社

ロンドン 河村 浩一

航空宇宙事業部長 東京 航空宇宙事業部長付 東京 上野 智規

航空宇宙事業部参事 住友精密工業(株) 尼崎 航空宇宙事業部長 東京 中島 信吾

モビリティ事業第一本部長補佐 東京
欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS自動車事業部門長
欧州住友商事会社

ロンドン 長岡 秀行

モビリティ事業第一本部参事 (株)キリウ 足利 自動車製造事業第一部長 東京 吉田 昌平

自動車製造事業第一部長 東京 Beyond Mobility事業部長 東京 宮崎 良人

自動車流通事業第二部長 東京
自動車流通事業第一部参事
欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS自動車事業部門

TOYOTA UKRAINE キーウ 丸山 有吉

フリートマネジメント第一部参事
住友三井オートサービス
(株)

東京

中国住友商事グループ
中国輸送機・建機部門長
上海住友商事会社
重慶事務所長

上海(SHANGHAI) 南口 太郎

フリートマネジメント第一部参事
住友三井オートサービス
(株)

東京 フリートマネジメント第二部長 東京 平井 克治

モビリティハブ事業部長
フリートマネジメント第二部長

東京 モビリティハブ事業部長 東京 吉村 無限

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
アジア大洋州リース・船舶・建設機械ユニット長
アジア大洋州住友商事会社

シンガポール 川田 知生

建機販売事業第一部長 東京
米州住友商事グループ
米州建機輸送機グループ
米州住友商事会社

ニューヨーク 重村 恭章

海外インフラ事業部長付 東京
中国住友商事グループ
中国インフラ部門長
中国住友商事会社

北京(BEIJING) 橋本 淳一



所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地
新分掌 旧分掌

氏名

電力インフラ事業本部長補佐 東京
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
インドネシア住友商事会社

P.T. SUMMIT NIAGA ジャカルタ 松井 智嗣

物流インフラ事業本部長補佐 東京 海外工業団地部長 東京 中西 栄介

物流事業部長 東京 物流事業部長付 東京 最勝寺 史行

保険事業部長 東京
物流事業部参事
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

住商グローバル・ロジス
ティクス(株)/SUMISHO
GLOBAL LOGISTICS
(THAILAND) CO.,LTD.

バンコク 小泉 一三

保険事業部参事
住商インシュアランス
(株)

東京 保険事業部長 東京 小川 隆司

海外工業団地部長 東京
海外工業団地部参事
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

MYANMAR JAPAN
THILAWA
DEVELOPMENT LTD.

ヤンゴン 福田 繁夫

メディアコンテンツ事業部長 東京 メディア・エンターテインメント事業部長 東京 佐野 真之

メディアコマース事業部長 東京 デジタルマーケティング事業部長 東京 安藤 建太

デジタルソリューション事業部長 東京 デジタル事業企画部長 東京 西原 嘉宏

デジタル事業開発部長 東京
米州住友商事グループ
米州メディア・デジタル事業グループ
米州住友商事会社

PRESIDIO
VENTURES,INC

サンタクララ 葛山 哲司

新事業投資第二部長 東京 アセットマネジメント推進部長 東京 蝦名 佳秀

ライフスタイル事業本部長付 東京 食料事業第一部長 東京 武末 信生

リテイル事業第一部長 東京 リテイル事業第一部参事 サミット(株) 東京 山元 淳平

食料事業第一部長 東京 食料事業第二部長 東京 南 勝之

食料事業第一部参事 住商フーズ(株) 東京
欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS生活産業部門長
ドイツ住友商事会社

デュッセルドルフ 菅野 孝司

食料事業第二部長 東京 食料事業第一部参事 住商フーズ(株) 東京 島野 敏之

国内ヘルスケア事業部長 東京 ヘルスケア事業部長付 東京 金井 憲司

建設不動産本部長付 東京 物流施設事業部長 東京 中本 昭人

建設不動産本部参事
住商リアルティ・マネジ
メント(株)

東京
建設不動産本部長補佐
商業施設事業部長

東京 白石 幸成

建材・セメント部参事 ＳＭＢ建材(株) 大阪 木材資源事業部長 東京 山口 善基

ビル事業部長 東京
ビル事業部長
建設不動産本部長付

東京 加藤 裕二



所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地
新分掌 旧分掌

氏名

商業施設事業部長 東京 ビル事業部長付 東京 上野 禎臣

物流施設事業部長 東京 物流施設事業部長付 東京 千切 克彦

資源・エネルギープロジェクト管理部長 東京 資源・エネルギープロジェクト管理部長付 東京 吉田 陽一

資源第一本部長付 東京 非鉄金属開発事業部長 東京 田久保 壮輔

非鉄金属開発事業部長 東京 非鉄金属開発事業部長付 東京 掃部 秀樹

エネルギートレード部参事 ジクシス(株) 東京 エネルギー本部長補佐 東京 杉浦 悟

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付 東京

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
米州住友商事会社
ロスアンゼルス店長

ロスアンゼルス 江崎 竜一

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付 東京

中国住友商事グループ
上海住友商事会社
長春事務所長
大連事務所長

長春(CHANGCHUN) 相良 隆博

基礎素材ケミカル部長 東京 基礎素材ケミカル部長 住友商事ケミカル(株) 東京 深水 大輔

グリーンケミカル開発部長 東京 基礎化学品・エレクトロニクス本部長付 東京 高村 豊

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
アジア大洋州化学品・エレクトロニクスユニット
インド住友商事会社
ムンバイ支店長
チェンナイ支店長

ムンバイ 叶内 敬之

アグリサービス事業部参事 住商アグリビジネス(株) 東京 ライフサイエンス本部長補佐 東京 得井 理史

エネルギーイノベーション・イニシアチブリーダー付 東京 ゼロエミッション・ソリューション事業部長 東京 藤田 康弘

企画・戦略部長 東京 水素事業部長 東京 市川 善彦

水素事業第一部長
インドネシアEX部長付

東京
水素事業部長付
インドネシアEX部長付

東京 近藤 真史

水素事業第二部長 東京 水素事業部長付 東京 渡辺 考

ゼロエミッション・ソリューション事業部長 東京 電力インフラ第二部長付 東京 濵田 盛亙

木材資源事業部長 東京 木材資源事業部副部長 東京 林田 修治

木材資源事業部長付 東京

木材資源事業部参事
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州事業開発ユニット
オーストラリア住友商事会社
オークランド事務所長

SUMMIT FORESTS NEW
ZEALAND LIMITED

オークランド 篠岡 隆



所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地
新分掌 旧分掌

氏名

木材資源事業部参事
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州事業開発ユニット
オーストラリア住友商事会社
オークランド事務所長

SUMMIT FORESTS
NEW ZEALAND
LIMITED

オークランド
木材資源事業部参事
アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州事業開発ユニット

SUMMIT FORESTS NEW
ZEALAND LIMITED

オークランド 大河 健司

住友商事九州(株)
九州支社長付
長崎支店長

長崎
国内インフラ事業部副部長
国内営業推進・開発部長付
国内業務企画部長付

住友商事マシネックス(株) 大阪 樽見 雅幸

中国住友商事グループ
中国輸送機・建機部門長
上海住友商事会社
重慶事務所長

上海(SHANGHAI) 自動車製造事業第一部参事 SCTM ENGINEERING(株) 東京 宮川 圭太

中国住友商事グループ
中国インフラ部門長
中国住友商事会社

北京(BEIJING) 国内インフラ事業部参事 住友商事マシネックス(株) 東京 吉﨑 一生

中国住友商事グループ
中国資源・エネルギー部門長
中国住友商事会社
ウランバートル事務所長

北京(BEIJING) コモディティビジネス部参事 住商マテリアル(株) 東京 弓削 靖

中国住友商事グループ
中国合作プロジェクト推進グループ
中国住友商事会社
上海住友商事会社
長春事務所長
大連事務所長

北京(BEIJING)

Sumitomo Corporation China Group
China Project Development Group
Sumitomo Corporation (China) Holding Ltd.
General Manager, Business Planning ＆ Development
Dept.

Beijing ファン ヂィェンフェイ

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
ヤンゴン事務所長

ヤンゴン 海外工業団地部長付 東京 清水 禎彦

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
カラチ事務所長

カラチ 鋼材事業部参事 住商メタルワン鋼管(株) 東京 西﨑 浩司

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州事業開発ユニット
アジア大洋州住友商事会社

シンガポール デジタルソリューション事業第一部長 東京 仲田 忍

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
アジア大洋州住友商事会社

シンガポール リース・事業開発部長付 東京 有海 朋樹

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
インドネシア住友商事会社

ジャカルタ

電力インフラ第三部長付
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
ベトナム住友商事会社

VAN PHONG POWER
COMPANY LIMITED

ハノイ 大樂 智典

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州社会・物流インフラユニット長
タイ住友商事会社
スミ・タイ・インターナショナル会社

バンコク
空港・港湾インフラ事業部参事
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

SSJ CONSULTING
(VIETNAM) LLC

ホーチミン 加藤 剛

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
インド住友商事会社
チェンナイ支店長

チェンナイ

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
インド住友商事会社
ムンバイ支店

ムンバイ 今井 一雅

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
インド住友商事会社
ムンバイ支店長

ムンバイ メディカルサイエンス部長付 東京 宮入 伸光

欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CISコーポレート部門
欧州住友商事会社

SUMMIT GLOBAL
MANAGEMENT ⅡB.V.

ロンドン 事業金融部長 東京 今野 孝信

欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS金属部門
欧州住友商事会社

ロンドン
鋼管次世代事業推進部長
鋼管本部長付

東京 菊地 拓史

欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS自動車事業部門長
欧州住友商事会社

ロンドン 自動車流通事業第二部長 東京 藤元 信輔

欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CISリース・船舶・航空宇宙・建機事業部門長
欧州住友商事会社

ロンドン 建機販売事業第一部長 東京 松尾 竜

欧州・CIS住友商事グループ
欧州・CIS生活産業部門長
ドイツ住友商事会社

デュッセルドルフ ライフスタイル事業本部長付 東京 坪井 康人

ベネルックス住友商事会社社長 ブリュッセル ライフスタイル事業本部長付 東京 小笠 昇

中東・アフリカ住友商事グループ
トルコ住友商事会社社長
アンカラ出張所長

イスタンブール

中東・アフリカ住友商事グループ
中東・アフリカ総合事業部門長
トルコ住友商事会社社長
アンカラ出張所長
アフリカ住友商事会社

イスタンブール 天野 寛教

中東・アフリカ住友商事グループ
中東・アフリカ自動車・タイヤ事業部門
中東住友商事会社
イラン住友商事会社
トリポリ事務所長

ドバイ
中東・アフリカ住友商事グループ
中東・アフリカ自動車・タイヤ事業部門
トリポリ事務所長

ドバイ 今井 毅彦



所属組織（役職） 出向先 駐在地 所属組織（役職） 出向先 駐在地
新分掌 旧分掌

氏名

米州総支配人補佐
米州住友商事グループ ＣＰＯ
米州住友商事会社 ＣＰＯ

ニューヨーク
米州住友商事グループ
米州人材グループ長
米州住友商事会社

ニューヨーク テレサ オークリー

米州住友商事グループ
内部監査オフィスＧＭ
米州住友商事会社

ニューヨーク
米州住友商事グループ
米州内部監査グループ長
米州住友商事会社

ニューヨーク トーマス ウェアリング

米州住友商事グループ
CFOオフィス
米州住友商事会社
米州総支配人付

ニューヨーク

米州住友商事グループ
米州財務・経理グループ長
米州住友商事会社
米州総支配人付

ニューヨーク 永井 祐介

米州住友商事グループ
CAOオフィス
米州住友商事会社
米州総支配人付

ニューヨーク

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
米州住友商事会社
米州総支配人付

ニューヨーク 西澤 正男

米州住友商事グループ
デベロップメント・イノベーション部門
米州住友商事会社
シリコンバレー店長

PRESIDIO
VENTURES,INC

サンタクララ

米州住友商事グループ
米州コーポレートベンチャーキャピタルグループ長
米州メディア・デジタル事業グループ
米州住友商事会社
シリコンバレー店長

PRESIDIO
VENTURES,INC

サンタクララ 栗林 亘

米州住友商事グループ
デベロップメント・イノベーション部門
米州住友商事会社
ロスアンゼルス店長

ロスアンゼルス

米州住友商事グループ
米州メディア・デジタル事業グループ長
米州デジタルトランスフォーメーショングループ長
米州住友商事会社
ロスアンゼルス店

ロスアンゼルス 小久保 岳人

米州住友商事グループ
エネルギービジネス部門
カナダ住友商事会社
カルガリー店長

カルガリー

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ
カナダ住友商事会社
カルガリー店長

カルガリー 安田 雅哉

米州住友商事グループ
エネルギービジネス部門
米州住友商事会社

ヒューストン
米州住友商事グループ
米州エネルギーグループ長
米州住友商事会社

ヒューストン 山口 一喜

米州住友商事グループ
自動車ビジネス部門
米州住友商事会社
デトロイト店長

ニューヨーク

米州住友商事グループ
米州自動車グループ長
米州住友商事会社
デトロイト店長

ニューヨーク 久保 広志

米州住友商事グループ
社会インフラ部門
米州住友商事会社
米州総支配人付

ニューヨーク 物流事業部長 東京 番匠 賢志

米州住友商事グループ
アグリフード・ライフサイエンス部門
米州住友商事会社

ニューヨーク
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

ニューヨーク 北村 俊也

米州住友商事グループ
アグリフード・ライフサイエンス部門
米州住友商事会社

ニューヨーク
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
米州住友商事会社

ニューヨーク 鈴木 一真

米州住友商事グループ
資源部門長
米州住友商事会社

SC MINERALS
AMERICA
INC./SUMMIT MINING
INTERNATIONAL
INC./SCMI US INC.

ニューヨーク
米州住友商事グループ
米州資源グループ長
米州住友商事会社

SC MINERALS AMERICA
INC./SUMMIT MINING
INTERNATIONAL
INC./SCMI US INC.

ニューヨーク 平野 光洋

アンデス住友商事会社社長
キト支店長

ボゴタ
アンデス住友商事会社社長
キト支店長
リマ支店長

ボゴタ 斉藤 隆洋

アンデス住友商事会社
リマ支店長

リマ
アンデス住友商事会社
リマ支店

リマ 庄司 亮太

チリ住友商事会社社長 サンティアゴ
米州住友商事グループ
米州資源グループ
ブラジル住友商事会社

MINERA SAN
CRISTOBAL, S.A.

ラパス 恩田 崇



2．機構改正

組織および職制の改正に伴い、以下実線（　　　　　　　　　　）にて示される者については、
特に異動通知に記載する者を除き、新所属を命ぜられたものとする。
海外地域組織は、ユニット・部門・グループの分割・統合または名称変更を伴う対象組織のみ記載する。
（駐在地および出向先は従来どおり。）

なお、2023年1月13日に発表済みの機構改正についても以下に改めて掲載する。

【4月1日付】

　＜国内＞
《コーポレート部門》
【内部統制・内部監査統括責任者】（新設）
内部監査部 内部監査部

内部統制推進部（新設）

【DX・IT統括責任者】（新設）
デジタル戦略推進部
IT企画推進部

【企画担当役員】 【企画担当役員】

グローバル戦略推進部 グローバル業務部
DX・IT統括責任者傘下へ移管

IT統括部

【人材・総務・法務担当役員】
取締役業務部（新設）

【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】

財務部 財務部

アセットマネジメント推進部

《メディア・デジタル事業部門》 《メディア・デジタル事業部門》
【メディア事業本部】 【メディア事業本部】

ケーブルテレビ事業部 ケーブルテレビ事業部

５Ｇ事業部 ５Ｇ事業部

メディアコンテンツ事業部 メディア・エンターテインメント事業部

メディアコマース事業部 デジタルマーケティング事業部

【デジタル事業本部】 【デジタル事業本部】

デジタルソリューション事業部 デジタル事業企画部

デジタル事業開発部（新設） DX・IT統括責任者傘下へ移管

新事業投資第一部 デジタルソリューション事業第一部

新事業投資第二部（新設） DX・IT統括責任者傘下へ移管 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

《生活・不動産事業部門》 《生活・不動産事業部門》
【ヘルスケア事業本部】（新設） 【ライフスタイル事業本部】

国内ヘルスケア事業部 リテイル事業第一部

海外ヘルスケア事業部 リテイル事業第二部

ヘルスケア事業部

食料事業第一部

食料事業第二部

青果事業部

《資源・化学品事業部門》 《資源・化学品事業部門》
【基礎化学品・エレクトロニクス本部 】 【基礎化学品・エレクトロニクス本部 】

基礎素材ケミカル部 基礎素材ケミカル部

無機化学品部 無機化学品部

電子・機能材部 電子・機能材部

電子・ＥＭＳ事業部 電子・ＥＭＳ事業部

グリーンケミカル開発部（新設）

【ライフサイエンス本部 】 【ライフサイエンス本部 】

メディカルサイエンス部 メディカルサイエンス部

アグリサイエンス事業部 アグリサイエンス事業部

アグリサービス事業部 アグリサービス事業部

アグリイノベーション部 アグリイノベーション部

アニマルヘルスサイエンス部 アニマルヘルスサイエンス部

《エネルギーイノベーション・イニシアチブ》 《エネルギーイノベーション・イニシアチブ》
企画・戦略部 企画・戦略部

水素事業第一部 水素事業部

水素事業第二部 ゼロエミッション・ソリューション事業部

ゼロエミッション・ソリューション事業部 木材資源事業部

木材資源事業部 バイオマスエネルギー開発部

バイオマスエネルギー開発部 Power Frontier事業部

Power Frontier事業部 インドネシアEX部

インドネシアEX部

※IT企画推進部をデジタル事業本部から、IT統括部をコーポレート部門、企画担当役員傘下から、それぞれ移管し、IT統括部をIT企画推進部に統合する。

※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をデジタル事業本部から移管し、両部を統合してデジタル戦略推進部とする。



　＜海外＞
《アジア大洋州総支配人》 《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 アジア大洋州インフラユニット

アジア大洋州社会・物流インフラユニット

アジア大洋州資源・エネルギーユニット アジア大洋州資源・エネルギーユニット

アジア大洋州非鉄金属ユニット

《中東・アフリカ総支配人》
【中東・アフリカ住友商事グループ】 【中東・アフリカ住友商事グループ】

中東・アフリカ事業開発部門 中東・アフリカ総合事業部門

中東・アフリカ事業開発部門

《米州総支配人》
【米州住友商事グループ】 【米州住友商事グループ】

内部監査オフィス 米州内部監査グループ

米州コーポレート・コーディネーショングループ

ＣＳＯオフィス ワシントンオフィス

米州コミュニケーション＆サステナビリティ推進グループ

ＣＦＯオフィス 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

ＣＡＯオフィス 米州法務グループ

ＣＰＯオフィス 米州人材グループ

米州事業開発グループ

米州デジタルトランスフォーメーショングループ

デベロップメント・イノベーション部門 米州コーポレートベンチャーキャピタルグループ

米州メディア・デジタル事業グループ

米州鋼管グループ

エネルギービジネス部門 米州エネルギーグループ

米州化学品・エレクトロニクスグループ

米州鋼材・非鉄金属グループ

自動車ビジネス部門 米州自動車グループ

社会インフラ部門 米州インフラグループ

米州物流グループ

アグリフード・ライフサイエンス部門 米州食料・ライフスタイルグループ

建機輸送機部門 米州建機輸送機グループ

不動産部門 米州生活資材・不動産グループ

資源部門 米州資源グループ

米州エネルギーイノベーション・ 米州エネルギーイノベーション・イニシアチブ

イニシアチブ

以　　上　　

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

https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/info/other
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