
Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　10名

2018年4月1日付

氏名 新 現

藤井　晋介 代表取締役副社長執行役員 代表取締役専務執行役員

北森　信明 代表取締役専務執行役員CDO 代表取締役常務執行役員CDO

高橋　康志
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)

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)

藤谷　泰之
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)

常務執行役員コーポレートディベロップメント本
部長

小野　元生
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)

常務執行役員人事総務部長

竹部　幸夫 専務執行役員
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)

佐藤　真吾 常務執行役員機械・輸送システム第一本部長 執行役員機械・輸送システム第一本部長

吉森　桂男
常務執行役員欧州・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)

執行役員ベーシックマテリアルズ本部長

鳥海　　修 常務執行役員内部監査部長 執行役員内部監査部長

土屋　信司
常務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)

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)
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2)　新任執行役員　5名

2018年4月1日付

氏名 新 現

竹増　喜明 執行役員人事総務部長
アジア・大洋州本部CAO
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP
(在シンガポール)

具志堅　喜光 執行役員財務部長
米州本部CFO
兼 米国三井物産（株）SVP & CFO
（在ニューヨーク）

堀　　　晋一
執行役員鉄鋼製品本部長
兼 国内営業推進部長

米国三井物産（株）ワシントンD.C.事務所長
（在ワシントン D.C.）

菊地原　伸一 執行役員コーポレートディベロップメント本部長 次世代・機能推進業務部長

大久保　雅治 執行役員エネルギー第一本部長 エネルギー業務部長
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3)　委嘱業務の変更　10名

2018年4月1日付

氏名 新 現

藤谷　泰之
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)

常務執行役員コーポレートディベロップメント本
部長

小野　元生
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)

常務執行役員人事総務部長

竹部　幸夫 専務執行役員
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)

勝　　　 登
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)

常務執行役員鉄鋼製品本部長
兼 国内営業推進部長

内田　貴和 常務執行役員CFO 常務執行役員財務部長

剱　　弘幸 常務執行役員 常務執行役員エネルギー第一本部長

堀　　　健一 常務執行役員
常務執行役員ニュートリション・アグリカルチャー
本部長

吉森　桂男
常務執行役員欧州・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)

執行役員ベーシックマテリアルズ本部長

高田　康平
執行役員ニュートリション・アグリカルチャー本部
長

執行役員食料・流通事業業務部長

上野　佐有 執行役員ベーシックマテリアルズ本部長
執行役員経営企画部長
兼 韓国三井物産（株）理事
(在東京)
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4)　退任執行役員　5名

2018年3月31日付

氏名 新 現

加藤　広之 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

本坊　吉博 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員

松原　圭吾 取締役（4月1日付） 代表取締役専務執行役員CFO

久米　敦司 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）

金森 　　健 顧問（4月1日付）
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)

Ⅱ．　取締役人事

氏名 新 現

竹部　幸夫 代表取締役専務執行役員 専務執行役員（4月1日付）

内田　貴和 代表取締役常務執行役員CFO 常務執行役員CFO（4月1日付）

堀　　　健一 代表取締役常務執行役員 常務執行役員

１）　新任取締役　3名

2018年6月21日株主総会付議予定

4



氏名 新 現

加藤　広之 顧問 取締役（4月1日付）

本坊　吉博 顧問 取締役（4月1日付）

松原　圭吾 顧問 取締役（4月1日付）

Ⅲ．　監査役人事

氏名 新 現

松山　遙 監査役（＊） 監査役（＊）

（＊）社外監査役

2018年6月21日株主総会付議予定

２)　退任取締役　3名

2018年6月21日株主総会日付

１）　重任監査役　1名
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Ⅳ．　上記人事に伴う関連一般人事

2018年4月1日付

氏名 新 現

川崎　泰弘 理事イラン三井物産（有）社長 イラン三井物産（有）社長

今川　　毅 理事フィナンシャルマネジメント第三部長 フィナンシャルマネジメント第三部長

大橋　　悟 理事台湾三井物産（股）董事長 台湾三井物産（股）董事長

宮本　史昭
理事カナダ三井物産（株）社長
(在トロント)

カナダ三井物産（株）社長
(在トロント)

渋田　淳一 理事イタリア三井物産（株）社長
ICT事業本部
新社会システム事業部長

安済　　靖 理事ベーシックマテリアルズ本部長補佐 ベーシックマテリアルズ本部長補佐

小林　伸之
理事欧州三井物産（株）パリ支店長
(在パリ)

欧州三井物産（株）パリ支店長
(在パリ)

川瀬　　　厚 理事フィナンシャルマネジメント第一部長 フィナンシャルマネジメント第一部長

神野　泰典 理事金属資源本部長補佐 金属資源本部長補佐

田代　　博 理事鉄鋼製品本部長補佐 鉄鋼製品本部長補佐

西村　聰一
理事三井物産(上海)貿易有限公司董事・総経理
(在上海)

香港三井物産（株）董事長 兼 総経理
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氏名 新 現

能登谷　淳 北海道支社長 コーポレート物流部長

神崎　直志 北陸支店長 中部支社業務部長

藤井　伸一 中国支社長 食料本部食品原料部長

緋田　　順
理事米国三井物産（株）ワシントンD.C.事務所長
兼 米国三井物産（株）SVP
（在ワシントン D.C.）

理事アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP

原　　弘志
コロンビア三井物産（有）社長
(在ボゴタ)

機械・輸送システム第一本部
自動車第一部

菅原　正人
アジア・大洋州副本部長
兼 アジア・大洋州本部CAO
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP

機械・インフラ業務部長

児島　大司

アジア・大洋州三井物産（株）クアラルンプール
支店長
兼 TEJANA TRADING & MANAGEMENT
SERVICES SDN.BHD.Managing Director
（在クアラルンプール）

アジア・大洋州本部化学品商品本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）SVP

森山　朋之 韓国三井物産（株）代表理事社長

出向[Mitsui Rail Capital,LLC Representative to
Management Committee & Executive Director]
(機械・輸送システム第二本部航空・交通事業部)
(在シカゴ)

徳谷　昌也
三井物産（中国）有限公司総経理
(在北京)

三井物産（中国）有限公司副総経理
（在北京）

鷲北　健一郎 香港三井物産（株）董事長 兼 総経理
ヘルスケア・サービス事業本部
ヘルスケア事業部長

松井　　透
経営企画部長
兼 韓国三井物産（株）理事
(在東京)

エネルギー第一本部
石油・ガス資源開発部長
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氏名 新 現

橋本　誉生 コーポレート物流部長
アジア・大洋州三井物産（株）
シンガポール支店ロジスティクス室長

大黒　哲也 機械・インフラ業務部長 機械・輸送システム第一本部長補佐

宮沢　和政 エネルギー業務部長
エネルギー第二本部
ロシア・豪州天然ガス事業部長

庄司　英洋 食料・流通事業業務部長 食料本部食糧事業部長

梅原　一眞 理事次世代・機能推進業務部長 理事フィナンシャルマネジメント第四部長

以　上
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