
Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　７名

2011年4月1日付

氏名 新 現

大前 孝雄 代表取締役副社長執行役員 代表取締役専務執行役員

駒井 正義 代表取締役副社長執行役員 代表取締役専務執行役員

川嶋 文信 専務執行役員 常務執行役員 船舶・航空本部長

福永  尚 常務執行役員 食料・リテール本部長 執行役員 食料・リテール本部長

河相 光彦
常務執行役員 米州本部長 兼 米国三
井物産（株）社長 兼 CEO（最高経営
責任者）（在ニューヨーク)

執行役員 金融市場本部長

安部 慎太郎 常務執行役員 プロジェクト本部長 執行役員 プロジェクト本部長

高橋　規 常務執行役員 鉄鋼製品本部長 執行役員 鉄鋼製品本部長

2)　新任執行役員　9名

2011年4月1日付

氏名 新 現

秋川　健次 執行役員 情報産業本部長
欧州・中東・アフリカ副本部長 兼 ドイ
ツ三井物産（有）社長（在デュッセルド
ルフ）

相京　勝則 執行役員 物流本部長
米州本部資源エネルギー部商品担当
オフィサー 兼 米国三井物産（株）SVP
（在ニューヨーク)



氏名 新 現

久米　敦司 執行役員 金融・新事業推進本部長 金融市場副本部長

鈴木　徹 執行役員 機能化学品本部長 機能化学品副本部長

三箇山 秀之 執行役員 総合資金部長 総合資金部長

金森　健
執行役員 駐中国副総代表 兼 三井物
産（上海）貿易有限公司董事長・総経
理（在上海）

三井物産（上海）貿易有限公司董事
長・総経理（在上海）

田中　聡
執行役員 コンシューマーサービス事
業本部長

コンシューマーサービス事業副本部長

鈴木　愼
執行役員 南西アジア総代表 兼 インド
三井物産（株）社長（在ニューデリー）

プロジェクト本部長補佐

高橋 康志 執行役員 金属資源本部長 金属資源本部鉄鉱石部長

3)　委嘱業務の変更　10名

2011年4月1日付

氏名 新 現

田中 誠一 代表取締役副社長執行役員

代表取締役副社長執行役員CIO
（チーフインフォメーションオフィサー）
兼 CPO（ チーフプライバシーオフィ
サー）

瀬戸山 貴則

常務執行役員 駐中国総代表 兼 三井
物産（中国）有限公司董事長 兼 三井
物産（中国）貿易有限公司董事長 兼
北京事務所長 （在北京）

常務執行役員 九州支社長



氏名 新 現

坂本 憲昭

常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本
部長 兼 欧州三井物産ホールディング
ス（株）社長 兼 欧州三井物産（株）社
長 兼 ノルウェー三井物産（株）会長
（在ロンドン）

常務執行役員 欧州・中東・アフリカ副
本部長 兼 三井物産モスクワ（有）会長
兼 CIS総代表（在モスクワ）

山内　卓
常務執行役員 アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）社長

常務執行役員 物流本部長

木下 雅之
常務執行役員CIO（チーフインフォ
メーションオフィサー） 兼 CPO（チーフ
プライバシーオフィサー）

常務執行役員 金属資源本部長

大井  篤 常務執行役員 関西支社長

常務執行役員 駐中国総代表 兼 三井
物産（中国）有限公司董事長 兼 三井
物産（中国）貿易有限公司董事長 兼
北京事務所長（在北京）

采野　進
執行役員 タイ国三井物産（株）社長
兼 出向[ミットサイアム・インターナショ
ナル・リミテッド社長]（在バンコク）

執行役員 機能化学品本部長

福地 和彦 執行役員 九州支社長
執行役員 コンシューマーサービス事
業本部長

小林 一三 執行役員 船舶・航空本部長 執行役員 自動車本部長

中山 立夫 執行役員 自動車本部長
執行役員 ブラジル三井物産（株）社長
兼 米州本部長付（在サンパウロ）

4)　退任執行役員　10名

2011年3月24日付

氏名 新 現

小川 克己 退任
執行役員 米州副本部長 兼 米国三井
物産（株）副社長（在ニューヨーク）



2011年3月31日付

氏名 新 現

阿部  謙 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

古川 壽正 顧問（4月1日付）
副社長執行役員 アジア・大洋州本部
長 兼 アジア・大洋州三井物産（株）社
長

飯尾 紀直 取締役（4月1日付） 代表取締役専務執行役員

中村 康二 顧問（4月1日付）

専務執行役員 欧州・中東・アフリカ本
部長 兼 欧州三井物産ホールディング
ス（株）社長 兼 欧州三井物産（株）社
長 兼 ノルウェー三井物産（株）会長
（在ロンドン）

藤田 雅昭 顧問（4月1日付）
専務執行役員 米州本部長 兼 米国三
井物産（株）社長 兼 CEO（最高経営
責任者）（在ニューヨーク）

溝之上 純一 退任
常務執行役員 タイ国三井物産（株）社
長 兼 出向[ミットサイアム・インターナ
ショナル・リミテッド社長]（在バンコク）

岡村 眞彦 退任 常務執行役員 関西支社長

名倉 修治 退任 常務執行役員 情報産業本部長

岡橋 輝和 退任
執行役員 カナダ三井物産（株）社長
兼 米州本部長付（在トロント）



Ⅱ．　取締役人事

1)　新任取締役　2名

2011年6月下旬株主総会付議予定

氏名 新 現

川嶋 文信 代表取締役専務執行役員 専務執行役員（4月1日付）

木下 雅之
代表取締役常務執行役員CIO（チー
フインフォメーションオフィサー） 兼
CPO（チーフプライバシーオフィサー）

常務執行役員CIO（チーフインフォ
メーションオフィサー） 兼 CPO（チーフ
プライバシーオフィサー）（4月1日付）

2)　退任取締役　2名

2011年6月下旬株主総会日付

氏名 新 現

阿部  謙 顧問 取締役（4月1日付）

飯尾 紀直 顧問 取締役（4月1日付）

Ⅲ．　監査役人事

1)　重任監査役　2名

2011年6月下旬株主総会付議予定

氏名 新 現

三浦 悟 監査役 監査役

村上 元則 監査役 監査役



Ⅳ．　上記人事に伴う関連一般人事

2011年4月1日付

氏名 新 現

加藤　　格 理事 法務部長 法務部長

中島　　透 理事 IT推進部長 IT推進部長

角田　道彦
理事 アジア・大洋州本部プロジェクト
商品本部長 兼 アジア・大洋州三井物
産（株）SVP

アジア・大洋州本部プロジェクト商品本
部長 兼 アジア・大洋州三井物産（株）
SVP

澤田　眞治郎 理事 台湾三井物産(股)董事長 台湾三井物産(股)董事長

笠松　啓二
理事 出向[三井物産スチール（株）代
表取締役副社長]（鉄鋼製品本部鉄鋼
製品業務部）（在東京）

出向[三井物産スチール（株）代表取
締役副社長]（鉄鋼製品本部鉄鋼製品
業務部）（在東京）

柴沼　隆之 中国支社長 食料・リテール本部食品流通部長

小室　徹夫
カナダ三井物産（株）社長 兼 米州本
部長付（在トロント）

自動車本部長補佐

藤井　晋介
ブラジル三井物産（株）社長 兼 米州
本部長付（在サンパウロ）

金属資源本部メタル事業部長

岡野　克也
欧州・中東・アフリカ副本部長 兼 ドイ
ツ三井物産（有）社長（在デュッセルド
ルフ）

基礎化学品本部化成品部長

目黒　祐志
CIS総代表 兼 三井物産モスクワ（有）
社長（在モスクワ）

三井物産モスクワ（有）社長
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