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Ⅰ．　執行役員人事

１）　昇格執行役員　12名

2019年4月1日付

氏名 新 現

北森　信明

代表取締役副社長執行役員CDO
（CDO、ヘルスケア・サービス事業本部、ICT事業本
部、コーポレートディベロップメント本部 担当、デジタ
ルトランスフォーメーション担当）

代表取締役専務執行役員CDO
（CDO、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリ
ティ第二本部、ICT事業本部 担当、デジタルトランス
フォーメーション担当）

竹部　幸夫
代表取締役副社長執行役員
（鉄鋼製品本部、金属資源本部、エネルギー第一本
部、エネルギー第二本部 担当）

代表取締役専務執行役員
（鉄鋼製品本部、金属資源本部、エネルギー第一本
部、エネルギー第二本部 担当）

内田　貴和 代表取締役専務執行役員CFO 代表取締役常務執行役員CFO

堀　　　健一

代表取締役専務執行役員
（ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリア
ルズ本部、ニュートリション・アグリカルチャー本部、食
料本部、流通事業本部 担当）

代表取締役常務執行役員
（ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリア
ルズ本部、ニュートリション・アグリカルチャー本部、食
料本部、流通事業本部 担当）

森本　   卓
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
（在シンガポール）

専務執行役員アジア・大洋州本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）社長
（在シンガポール）

北川　慎介 専務執行役員関西支社長 常務執行役員関西支社長

大間知 慎一郎
専務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）

常務執行役員金属資源本部長

藤原　弘達 専務執行役員CCO 常務執行役員エネルギー第二本部長

吉森　桂男
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）

常務執行役員米州本部長
兼 米国三井物産（株）社長
（在ニューヨーク）

吉川　美樹 常務執行役員食料本部長 執行役員食料本部長

米谷　佳夫
常務執行役員
（プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二
本部 担当、デジタルトランスフォーメーション副担当）

執行役員プロジェクト本部長

宇野　元明
常務執行役員 インドネシア三井物産（株）社長
（在ジャカルタ）

執行役員 インドネシア三井物産（株）社長
（在ジャカルタ）
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2)　新任執行役員　8名

2019年4月1日付

氏名 新 現

野崎　元靖 執行役員エネルギー第二本部長
理事エネルギー第二本部
モザンビーク事業部長

森安　正博 執行役員ICT事業本部長
ベトナム三井物産（有）社長
（在ハノイ）

大黒　哲也 執行役員モビリティ第一本部長 機械・インフラ業務部長

岡本　達也 執行役員モビリティ第二本部長 モビリティ第二本部長補佐

真野　雄司 執行役員IR部長 IR部長

菅原　正人

執行役員アジア・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）CAO
（在シンガポール）

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）CAO
（在シンガポール）

中井　一雅 執行役員プロジェクト本部長 ニュートリション・アグリカルチャー本部長補佐

重田　哲也 執行役員経理部長 フィナンシャルマネジメント第一部長
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3)　委嘱業務の変更　11名

2019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CAO兼CIO兼CPO
代表取締役副社長執行役員
（ヘルスケア・サービス事業本部、コンシューマービジ
ネス本部、コーポレートディベロップメント本部 担当）

小野　元生
専務執行役員東アジア総代表
兼 三井物産（中国）有限公司董事長
（在北京）

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）

大間知 慎一郎
専務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）

常務執行役員金属資源本部長

藤原　弘達 専務執行役員CCO 常務執行役員エネルギー第二本部長

佐藤　真吾
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）

常務執行役員モビリティ第一本部長

米谷　佳夫
常務執行役員
（プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二
本部 担当、デジタルトランスフォーメーション副担当）

執行役員プロジェクト本部長

目黒　祐志
執行役員CIS総代表
兼 三井物産モスクワ（有）社長
（在モスクワ）

執行役員CAO補佐

塩谷　公朗 執行役員監査役室付 執行役員経理部長

瀬戸崎　毅 執行役員中部支社長 執行役員モビリティ第二本部長

藤田　礼次
執行役員タイ国三井物産（株）社長
兼 MITSIAM INTERNATIONAL,LIMITED社長
（在バンコク）

執行役員コンシューマービジネス本部長
兼 新本社ビル開発室長

小寺　勇輝 執行役員金属資源本部長 執行役員金属業務部長
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4)　退任執行役員　8名

2019年3月31日付

氏名 新 現

鈴木 　　愼 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員CCO

田中 　　聡 取締役（4月1日付） 代表取締役副社長執行役員CAO兼CIO兼CPO

土屋　信司 退任
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）

羽鳥　　信 退任 執行役員中部支社長

丸岡　利彰 退任
執行役員CIS総代表
兼 三井物産モスクワ（有）社長
（在モスクワ）

齋藤　正記 退任 執行役員 ICT事業本部長

2019年6月20日株主総会日付

氏名 新 現

塩谷　公朗 監査役（6月20日株主総会付議予定） 執行役員監査役室付（4月1日付）

2019年1月31日付

氏名 新 現

八木　浩道 退任
常務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）
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Ⅱ．　取締役人事

氏名 新 現

藤原　弘達 代表取締役専務執行役員CCO 専務執行役員CCO（4月1日付）

米谷　佳夫
代表取締役常務執行役員
（プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二
本部 担当、デジタルトランスフォーメーション副担当）

常務執行役員（4月1日付）
（プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二
本部 担当、デジタルトランスフォーメーション副担当）

内山田　竹志 取締役（＊）

（＊）社外取締役

氏名 新 現

鈴木 　　愼 監査役（6月20日株主総会付議予定） 取締役（4月1日付）

田中 　　聡 顧問 取締役（4月1日付）

竹内　弘高 退任 取締役（＊）

（＊）社外取締役

１）　新任取締役　3名

2019年6月20日株主総会付議予定

２)　退任取締役　3名

2019年6月20日株主総会日付
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Ⅲ．　監査役人事

氏名 新 現

鈴木 　　愼 監査役 取締役（4月1日付）

塩谷　公朗 監査役 執行役員監査役室付（4月1日付）

氏名 新 現

小津　博司 監査役（＊） 監査役（＊）

（＊）社外監査役

氏名 新 現

岡田　譲治 退任 監査役

山内 　　卓 退任 監査役

１）　新任監査役　2名

2019年6月20日株主総会付議予定

3）　退任監査役　2名

2019年6月20日株主総会日付

2019年6月20日株主総会付議予定

2）　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

2019年4月1日付

氏名 新 現

森　　　清
理事出向[三井物産メタルズ（株）代表取締役社長]
（金属資源本部新金属・アルミ部）
（在東京）

出向[三井物産メタルズ（株）代表取締役社長]
（金属資源本部新金属・アルミ部）
（在東京）

児島　大司

理事マレーシア三井物産（株）社長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）クアラルンプール支
店長
（在クアラルンプール）

マレーシア三井物産（株）社長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）クアラルンプール支
店長
（在クアラルンプール）

鈴木　正暢 理事ヘルスケア・サービス事業本部長補佐
ヘルスケア・サービス事業本部
ファーマ事業部長

森　　雅彦 理事リスクマネジメント部長 リスクマネジメント部長

能登谷　淳 理事北海道支社長 北海道支社長

松本　夏寅
理事コーポレートディベロップメント本部不動産事業部
長
兼 新本社ビル開発室長

コンシューマービジネス本部
不動産事業部長

市川　　誠
理事欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

欧州三井物産（株）
ヨハネスブルグ支店長

永野　直樹 理事監査役室長 CFO統括部長

野瀬　道広
理事メキシコ三井物産（有）社長
（在メキシコシティ）

モビリティ第一本部
交通プロジェクト部長

中村　　誠 理事ペルー三井物産（株）社長 ペルー三井物産（株）社長

奥村　　隆 秘書室長 コーポレート物流部

佐藤　　理 金属業務部長
金属資源本部
鉄鉱石部長

矢野　晴朗 機械・インフラ事業支援部長 フィナンシャルマネジメント第二部長
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氏名 新 現

榎本　善之 機械・インフラ事業支援副部長
アジア・大洋州本部モビリティ商品本部長
兼 アジア・大洋州三井物産（株）モビリティ商品本部長

阿久津　剛 次世代・機能推進業務部長 コンシューマー・ヘルスケア業務部長

橋村　和広 ニュートリション・アグリカルチャー本部長補佐
プロジェクト本部
プロジェクト開発第一部長

木原　伸一 理事流通事業本部長補佐 理事コンシューマービジネス本部長補佐

鳴釜　宏充
ベトナム三井物産（有）社長
(在ハノイ）

事業統括部投資総括室長

以　上
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