
Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　8名

2016年4月1日付

氏名 新 現

加藤 広之 代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO 代表取締役専務執行役員

金森　　健
専務執行役員 中国総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長
(在北京)

常務執行役員 プロジェクト本部長

高橋 康志
専務執行役員 米州本部長
兼 米国三井物産（株）社長
(在ニューヨーク)

常務執行役員 豪州三井物産（株）社長
兼　ニュージーランド三井物産（有）会長
(在メルボルン)

藤谷 泰之
常務執行役員 コーポレートディベロップメント本
部長

執行役員 コーポレートディベロップメント本部長

森本　　卓
常務執行役員 パフォーマンスマテリアルズ本部
長

執行役員 機能化学品本部長

北森 信明 常務執行役員 ICT事業本部長 執行役員 ICT事業本部長

小野 元生 常務執行役員 人事総務部長 執行役員 人事総務部長

竹部 幸夫
常務執行役員 豪州三井物産（株）社長
兼　ニュージーランド三井物産（有）会長
(在メルボルン)

執行役員 インドネシア三井物産（株）社長
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2)　新任執行役員　7名

2016年4月1日付

氏名 新 現

北川 慎介 常務執行役員 関西支社長 顧問

丸岡 利彰
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)

カナダ三井物産（株）社長
兼 米州本部長付
(在トロント)

宇野 元明 執行役員 インドネシア三井物産（株）社長 金属業務部長

永冨 公治 執行役員 ヘルスケア・サービス事業本部長 機械・インフラ業務部長

高田 康平 執行役員 食料・流通事業業務部長 食糧・食品事業業務部長

上野 佐有
執行役員 経営企画部長
兼 韓国三井物産（株）理事
(在東京)

化学品業務部長

山口 由美
執行役員 （株）三井物産戦略研究所代表取締
役社長 (経営企画部)
(在東京)

〔嘱託〕 経営企画部
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3)　委嘱業務の変更　15名

2016年4月1日付

氏名 新 現

加藤 広之 代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO 代表取締役専務執行役員

髙橋　　規 副社長執行役員
副社長執行役員 米州本部長
兼　米国三井物産（株）社長
(在ニューヨーク)

久米　敦司
専務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長
兼 欧州三井物産（株）社長
(在ロンドン)

専務執行役員　関西支社長

金森　　健
専務執行役員 中国総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長
(在北京)

常務執行役員 プロジェクト本部長

高橋 康志
専務執行役員 米州本部長
兼 米国三井物産（株）社長
(在ニューヨーク)

常務執行役員 豪州三井物産（株）社長
兼　ニュージーランド三井物産（有）会長
(在メルボルン)

吉海 泰至 常務執行役員 事業統括部長 常務執行役員

藤井 晋介 常務執行役員 常務執行役員 事業統括部長

森本　　卓
常務執行役員 パフォーマンスマテリアルズ本部
長

執行役員 機能化学品本部長

竹部 幸夫
常務執行役員 豪州三井物産（株）社長
兼　ニュージーランド三井物産（有）会長
(在メルボルン)

執行役員 インドネシア三井物産（株）社長

吉森 桂男 執行役員 ベーシックマテリアルズ本部長 執行役員 基礎化学品本部長

堀　　健一
執行役員 ニュートリション・アグリカルチャー本部
長

執行役員 経営企画部長
兼 韓国三井物産（株）理事
(在東京)

西村　　至 執行役員 コンシューマービジネス本部長 執行役員 コンシューマーサービス事業本部長
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氏名 新 現

羽鳥　　信 執行役員 流通事業本部長 執行役員 食品事業本部長

吉川 美樹 執行役員 食料本部長 執行役員 食糧本部長

米谷 佳夫 執行役員 プロジェクト本部長
執行役員 アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州三井物産㈱SVP
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4)　退任執行役員　5名

2016年3月31日付

氏名 新 現

雑賀 大介 取締役(4月1日付) 代表取締役副社長執行役員

木下 雅之 取締役(4月1日付) 代表取締役副社長執行役員CIO兼CPO

石川 博紳 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（株）社長
(在ロンドン)

澤田 眞治郎 退任
常務執行役員 中国総代表
兼 三井物産(中国)有限公司董事長
(在北京)

中湊　　晃 退任
執行役員 （株）三井物産戦略研究所代表取締
役社長(経営企画部)
(在東京)
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Ⅱ．　取締役人事

1)　新任取締役　2名

2016年6月21日株主総会付議予定

氏名 新 現

髙橋　　規 代表取締役　副社長執行役員 副社長執行役員

藤井 晋介 代表取締役　常務執行役員 常務執行役員

2)　退任取締役　2名

2016年6月21日株主総会日付

氏名 新 現

雑賀 大介 顧問 取締役(4月1日付)

木下 雅之 顧問 取締役(4月1日付)

6



Ⅲ．　上記人事に伴う関連一般人事

2016年4月1日付

氏名 新 現

益本 広史 理事 監査役室長 監査役室長

古東　　誠 理事 秘書室長 秘書室長

植田　　勲 理事 IT推進部長 IT推進部長

梅原 一眞 理事 フィナンシャルマネジメント第四部長 フィナンシャルマネジメント第四部長

森　　克則 理事 パフォーマンスマテリアルズ本部長補佐 機能化学品本部長補佐

齋藤 正記
理事 出向[三井情報㈱代表取締役社長]
(ICT事業本部ITソリューション事業部)
(在東京)

出向[三井情報㈱代表取締役社長]
(ICT事業本部ITソリューション事業部)
(在東京)

湊　　秀郎

理事 イタリア三井物産（株）社長
兼 欧州・中東・アフリカ本部コンシューマーサー
ビス商品本部長　兼 欧州三井物産（株）SVP
(在ミラノ)

イタリア三井物産（株）社長
兼 欧州・中東・アフリカ本部コンシューマーサー
ビス商品本部長　兼 欧州三井物産（株）SVP
(在ミラノ)

緋田　　順
アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP

機械・輸送システム本部航空・交通事業部長

広中 紀男 理事 金属業務部長 理事 鉄鋼製品本部長補佐

菅原 正人 機械・インフラ業務部長 人事総務部人事企画室長

加藤 丈雄 化学品業務部長 機能化学品本部先端材料事業部長

以　上
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