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２０１８年１月１９日 
三菱商事株式会社 

 

２０１８年度 役員人事に係る件 

 

 

Ⅰ．執行役員 

１．新任執行役員：４月１日付 

氏 名 新 現 

柏木  豊 
執行役員 

環境事業本部長 
環境事業本部長 

塩原 恵一 

執行役員 
Mitsubishi Corporation RtM  
International Pte. Ltd.出向 
（Chairman & CEO）（兼）金属 
資源トレーディング本部長 

金属グル－プ CEO オフィス室長 

荒川  健 
執行役員 
生活消費財本部長 

PT.MC Living Essentials  
Indonesia 出向 
（President Director） 

若林  茂 
執行役員 

いすゞ事業本部長 
いすゞ事業本部長 

世利 耕一 
執行役員 
Mitsubishi Development Pty Ltd 
出向（Managing Director & CEO） 

Mitsubishi Development Pty Ltd 
出向（Managing Director & CEO） 

川上 泰弘 

執行役員 

Cermaq Group AS 出向 
（Chair of the Board） 

東洋冷蔵㈱出向 

（代表取締役社長） 

太田 健司 

執行役員 

エネルギー事業グループ CEO 

オフィス室長 

クアラルンプール支店長 

松永 愛一郎 

執行役員 

中南米統括 

（兼）伯国三菱商事会社社長 

（兼）アスンシオン駐在事務所長 

理事 

中南米統括 

（兼）伯国三菱商事会社社長 

（兼）アスンシオン駐在事務所長 

 

 

 

 

 

 

 



2 

２．昇役執行役員：  

1 月 19 日付 

氏 名 新 現 

鴨脚 光眞 
常務執行役員 
コーポレート担当役員（国内） 
（兼）関西支社長 

執行役員 
事業投資総括部長 

4 月 1 日付 

氏 名 新 現 

田中 格知 
常務執行役員 
金属グループ CEO  

執行役員 
金属資源本部長 
（兼）MDP 事業部長 

髙岡 英則 
常務執行役員 
エネルギー事業グループ CEO  

執行役員 
エネルギー事業グループ 
CEO オフィス室長 

 

 

３．退任執行役員：  

1 月 19 日付 

氏 名 新 現 

廣田 康人 退任 
常務執行役員 

コーポレート担当役員（国内） 

（兼）関西支社長 

（注） 同日付で 代表取締役退任。 

3 月末日付 

氏 名 新 現 

田邊 栄一 退任 

副社長執行役員 
コーポレート担当役員（業務、調

査、経済協力、ロジスティクス総括）

（兼）アジア・大洋州統括 

平野  肇 退任 
常務執行役員 
エネルギー事業グループ CEO 

林  春樹 退任 
常務執行役員 
欧州・アフリカ統括（兼）欧州三菱 
商事会社社長 

高田 光進 退任 
執行役員 
業務部長 

星野 啓介 退任 
執行役員 
三菱商事 RtM ジャパン㈱出向 
（代表取締役社長執行役員）  

髙野瀬 励 退任 
執行役員 
関西支社 副支社長 

辻   昇 退任 
執行役員 
自動車事業本部長 
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Ⅱ．監査役 

１． 新任監査役：６月２２日総会日付 

氏名 新 現 

内野 州馬 常任監査役 

顧問 
元 代表取締役 
（2016 年 6 月 24 日付退任） 

     常務執行役員 
（同年 3 月末日付退任） 

 

 

２． 退任監査役：６月２２日総会日付 

氏名 新 現 

鍋島 英幸 退任 常任監査役 

 

 

Ⅲ．理 事 

１．新任理事：４月１日付 

氏名 現役職 

中島  拓 三菱商事マシナリ㈱出向（常務執行役員） 

泉田 龍吾 関西支社 総務部長 

河合 耕作 
三菱商事（中国）商業有限公司社長 
（兼）東アジア統括補佐（コーポレート） 

小滝  哲 金属資源トレーディング本部付（RtM 事業室長） 

今田 勝之 ㈱ローソン出向（取締役専務執行役員） 

木村 真敏 
エム・シー・ヘルスケア㈱出向（取締役副社長執行役員） 
（エム・シー・メディカル㈱再出向（代表取締役社長）） 

中野  智 三菱商事テクノス㈱出向（代表取締役社長） 

吉田  毅 基礎化学品本部長 

稲田 和男 イラン三菱商事会社社長 

吉川 智生 
MC Machinery Systems, Inc.出向（President & CEO） 
（兼）MAC Funding Corporation 出向（President & CEO） 

南  浩一 中東・中央アジア エネルギー事業部門担当 
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２．退任理事：３月末日付 

氏名 現役職 

根本 宏児 台湾三菱商事会社社長 

松本 雄一 昭和四日市石油㈱出向（取締役執行役員） 

古澤  実 
ロシア三菱商事会社社長 
（兼）欧州・アフリカ統括補佐（ロシア・ウクライナ） 

津留崎 真 
エネルギー資源第一本部付（エネルギー資源戦略室長） 
（兼）三菱商事石油開発㈱出向（代表取締役社長） 

依田 智樹 機械グループ CEO オフィス室長 

垣原 弘道 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱出向（取締役副社長） 

織田  毅 朝日機材㈱出向（取締役専務執行役員） 

永森 久善 九州支社長 

小林 俊一郎 北海道支社長 

山田 保裕 生活消費財本部長 

髙杉  禎 
北米三菱商事会社 化学品部門担当（兼）ヒューストン支店長 
（兼）米国三菱商事会社 ヒューストン支店長 

南岡 正剛 機械グループ CEO オフィス（経営計画担当） 

飯島  悟 三菱重工業㈱出向（Primetals Technologies Japan, Ltd.再出向） 

御園生 一彦 
米久㈱出向（代表取締役社長） 
（兼）伊藤ハム米久ホールディングス㈱出向（取締役常務執行役員） 

松永 愛一郎 
中南米統括（兼）伯国三菱商事会社社長 
（兼）アスンシオン駐在事務所長 

（注）松永理事は、4 月 1 日付で執行役員選任。 
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Ⅳ. 関連人事 

１．コーポレート 

（1 月 19 日付） 

新 現 氏名 
コーポレート担当役員（国内） 
（兼）関西支社長 

事業投資総括部長 常務執行役員 
鴨脚 光眞 

コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進）（兼）事業投資総括部長 

コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進） 

常務執行役員 
戸出  巌 

（3 月 1 日付） 

新 現 氏名 
コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進） 

コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進）（兼）事業投資総括部長 

常務執行役員 
戸出  巌 

事業投資総括部長 主計部長 執行役員 
蜂谷 由文 

主計部長 新産業金融事業グループ 
管理部長 野内 雄三 

新産業金融事業グループ 
管理部長 

三菱商事フィナンシャルサービ

ス㈱出向（代表取締役社長） 鎌田 吉昭 

（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

コーポレート担当役員 
（業務、調査、経済協力、 
ロジスティクス総括） 
（兼）アジア・大洋州統括 

金属グループ CEO 常務執行役員 
西浦 完司 

コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進、AI/IoT 推進） 

コーポレート担当役員（事業 
投資総括、サステナビリティ 
推進） 

常務執行役員 
戸出  巌 

業務部長 新エネルギー・電力事業 
本部長 

執行役員 
片山 祥徳 

ロシア三菱商事会社社長 ロジスティクス総括部長 理事 
鈴木 賢司 

ロジスティクス総括部長 コーポレートスタッフ部門統括部 
（事業投資担当） 檜山  充 

関西支社 副支社長 
（兼）総務部長 

関西支社 総務部長 理事 
泉田 龍吾 
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２．営業部門 

(1) 地球環境・インフラ事業グループ 

（4 月 1 日付） 

 
 
 
 
 
 

(2) 新産業金融事業グループ 
（3 月 1 日付） 

 
（4 月 1 日付） 

 

(3) エネルギー事業グループ 
（4 月 1 日付） 

 

  

新 現 氏名 
業務部長 新エネルギー･電力事業 

本部長 
執行役員 

片山 祥徳 
新エネルギー･電力事業本部長 中東・中央アジア統括 

（兼）ドゥバイ駐在事務所長 
執行役員 

中西 勝也 

新 現 氏名 
主計部長 新産業金融事業グループ 

管理部長 野内 雄三 
新産業金融事業グループ 
管理部長 

三菱商事フィナンシャルサービ

ス㈱出向（代表取締役社長） 鎌田 吉昭 

新 現 氏名 

三菱商事ロジスティクス㈱出向 
（代表取締役社長執行役員） 

物流事業本部長 理事 
藤咲 達也 

物流事業本部長 新産業金融事業グループ 
CEOオフィス（人事担当） 田村 幸士 

新産業金融事業グループ 
CEOオフィス（人事担当） 

新産業金融事業グループ 
CEOオフィス（地域戦略担当） 

 
萬野 雅史 

新 現 氏名 

エネルギー事業グループCEO エネルギー事業グループ 
CEOオフィス室長 

常務執行役員 
髙岡 英則 

エネルギー事業グループ 
CEO オフィス室長 

クアラルンプール支店長 執行役員 
太田 健司 

三菱商事石油開発㈱出向 
（代表取締役社長） 

エネルギー資源第一本部付 
（エネルギー資源戦略室長） 
（兼）三菱商事石油開発㈱ 
出向（代表取締役社長） 

津留崎 真 
 

エネルギー資源第一本部付 
（エネルギー資源戦略室長） 

エネルギー事業グループ CEO
オフィス（人事担当） 

 
齊藤  勝 

エネルギー事業グループCEO 
オフィス（人事担当） 

中東・中央アジア エネルギー

事業部門担当 
理事 

南  浩一 
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(4) 金属グループ 
（4 月 1 日付） 

 

(5) 機械グループ 
（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

自動車事業本部長 自動車事業本部付 
（戦略企画室長） 

執行役員 
中村 達夫 

機械グループ付 機械グループCEOオフィス 
室長 

 
依田 智樹 

機械グループ CEO オフィス 
室長 

三菱商事テクノス㈱出向 
（代表取締役社長） 

理事 
中野  智 

機械グループ付 機械グループ CEO オフィス 
（経営計画担当） 

 
南岡 正剛 

機械グループ CEO オフィス 
（人事担当） 

船舶・宇宙航空事業本部 
宇宙航空機部長 

 
河野 雅彦 

 
(6) 化学品グループ 

（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 
三菱商事ライフサイエンス㈱ 
出向（代表取締役社長） 
（兼）MCフードスペシャリティー

ズ㈱出向（代表取締役社長） 
（兼）三菱商事フードテック㈱ 
出向（代表取締役社長） 
（兼）興人ライフサイエンス㈱ 
出向（代表取締役社長） 

MCフードスペシャリティーズ㈱ 
出向（取締役副社長執行役員）

（兼）三菱商事ライフサイエンス 
㈱出向（取締役副社長執行 
役員） 

 

理事 

藤木  洋 

 

新 現 氏名 

金属グループ CEO 金属資源本部長 
（兼）MDP 事業部長 

常務執行役員 
田中 格知 

金属資源本部長 
（兼）MDP 事業部長 

鉄鋼製品本部長 
 

執行役員 
塚本 光太郎 

鉄鋼製品本部長 
 

㈱メタルワン出向（執行役員） 理事 
大木  聡 

欧州統括 
（兼）欧州三菱商事会社社長 

Mitsubishi Corporation RtM  
International Pte. Ltd.出向 
(Chairman & CEO)（兼）金属

資源トレーディング本部長 

理事 
狩野  功 

Mitsubishi Corporation RtM  
International Pte. Ltd.出向 
(Chairman & CEO)（兼）金属 
資源トレーディング本部長 

金属グループ CEO オフィス 
室長 

執行役員 
塩原 恵一 

金属グループ CEO オフィス 
室長 

金属グループ CEO オフィス 
（経営総括ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

 
小山 聡史 

三菱商事 RtM ジャパン㈱出向 
（常務執行役員） 

金属資源トレーディング本部付  
（RtM事業室長） 

理事 
小滝  哲 
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(7) 生活産業グループ 
（4 月 1 日付） 

 

 

 

 

 

 

  

新 現 氏名 

生活産業グループ付 生活消費財本部長 

山田 保裕 

生活消費財本部長 PT.MC Living Essentials  
Indonesia 出向 
（President Director） 

執行役員 
荒川  健 

生活産業グループ付 Cermaq Group AS 出向 
（Chair of the Board） 

理事 
佐藤  裕 

Cermaq Group AS 出向 
（Chair of the Board） 

東洋冷蔵㈱出向 
（代表取締役社長） 

執行役員 
川上 泰弘 
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３．国内/海外 

(1)  国内 

（1 月 19 日付） 

新 現 氏名 
コーポレート担当役員（国内） 
（兼）関西支社長 

事業投資総括部長 常務執行役員 
鴨脚 光眞 

 

（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

生活産業グループ付 北海道支社長  

小林 俊一郎 

北海道支社長 ㈱メタルワン出向 理事 

藤原 義久 

地球環境・インフラ事業 

グループ付 

九州支社長  

永森 久善 

九州支社長 三菱商事マシナリ㈱出向 

（常務執行役員） 

理事 

中島  拓 

 

(2)  海外 

（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

欧州統括 （注） 
（兼）欧州三菱商事会社社長 

Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd.出向 
(Chairman & CEO)（兼）金属 
資源トレーディング本部長 

理事 
狩野  功 

 
 

アフリカ統括 （注） 
（兼）ヨハネスブルグ支店長 

ヨハネスブルグ支店長 
（兼）欧州・アフリカ統括補佐 
（アフリカ） 土井田 安広 

中東・中央アジア統括 
（兼）ドゥバイ駐在事務所長 

イスタンブール支店長 
（兼）中東・中央アジア統括 
補佐（トルコ・中央アジア・ 
コーカサス） 

理事 
鈴木 秀彦 

（注）アフリカへの取組みを強化する為、欧州・アフリカ統括の管轄地域を分割し、 

アフリカ統括を設置する。 
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（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

新産業金融事業グループ付 北米三菱商事会社  
ロスアンゼルス支店長 
（兼）米国三菱商事会社  
ロスアンゼルス支店長 

石川  斉 
 

北米三菱商事会社  
ロスアンゼルス支店長 
（兼）米国三菱商事会社  
ロスアンゼルス支店長 

 

篠﨑 幸男 
 

化学品グループ付 北米三菱商事会社  
化学品部門担当 
（兼）ヒューストン支店長 
（兼）米国三菱商事会社  
ヒューストン支店長 

髙杉  禎 
 

北米三菱商事会社  
ヒューストン支店長 
（兼）米国三菱商事会社  
ヒューストン支店長 

北米三菱商事会社  
エネルギー事業部門担当 

執行役員 
羽場 広樹 

智利三菱商事会社社長 智利三菱商事会社社長 
（兼）中南米統括補佐 大纒  匡 

業務部 パナマ三菱商事会社社長 
（兼）グアテマラ駐在事務所長 井尻 收一 

パナマ三菱商事会社社長 
（兼）グアテマラ駐在事務所長 

三菱商事マシナリ㈱出向 
永目  哲 

金属グループ付 ペルー三菱商事会社社長 
（兼）サンタクルス駐在事務所

長 堤  儀秀 

ペルー三菱商事会社社長 
（兼）サンタクルス駐在事務所

長 

M.C. Inversiones Peru S.A.C 
出向（CEO） 

宇根 洋次郎 

アフリカ統括付 
 

コロンビア三菱商事会社社長 
（兼）キト支店長 李  明浩 

コロンビア三菱商事会社社長 
（兼）キト支店長 

MCX Exploration (USA),  
LLC.出向（President & CEO） 山崎 光裕 

化学品グループ付 亜国三菱商事会社社長  
伊藤 浩明 

亜国三菱商事会社社長 亜国三菱商事会社  
市野 健太郎 
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（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

地球環境・インフラ事業 
グループ付 

スペイン三菱商事会社社長 
東   潔 

スペイン三菱商事会社社長 インフラ事業本部 
水事業部長 服部  誠 

生活産業グループ付 イタリア三菱商事会社社長  
山中  毅 

イタリア三菱商事会社社長 ライフサイエンス本部付 
（戦略企画室長） 細田  牧 

化学品グループ付 ロシア三菱商事会社社長 
（兼）欧州・アフリカ統括補佐 
（ロシア・ウクライナ） 古澤  実 

ロシア三菱商事会社社長 ロジスティクス総括部長 理事 
鈴木 賢司 

自動車事業本部付 ロシア三菱商事会社 
ウラジオストク支店長 川辺  亮 

ロシア三菱商事会社 
ウラジオストク支店長 

ロシア三菱商事会社 
ウラジオストク支店  Eduard Zhestkov 

金属資源トレーディング本部付 プラハ事務所長  
細田  恭 

プラハ事務所長 シンガポール支店  
目羅 浩敏 

化学品グループ付 ワルシャワ支店長  
髙田 雅治 

ワルシャワ支店長 ロシア三菱商事会社  
城  芳久 

イスタンブール支店長 
（兼）中東・中央アジア統括補佐
（トルコ・中央アジア・コーカサ
ス） 

イラン三菱商事会社社長 理事 
稲田 和男 

 
 

イラン三菱商事会社社長 イラン三菱商事会社  
相澤 博幹 

基礎化学品本部付 アンマン駐在事務所長  
石黒 直紀 

アンマン駐在事務所長 基礎化学品本部 
肥料部長 西谷 貴彦 

地球環境・インフラ事業 
グループ付 

ジェッダ事務所長 
（兼）ジェッダ駐在事務所長 山﨑 純一郎 

地球環境・インフラ事業 
グループ付 

ドーハ事務所長 
横田 安生 

ドーハ事務所長 エネルギー資源第二本部 
LNG オペレーション統括部長 戸嶋 雄二 

三菱商事エネルギー㈱出向 アブダビ駐在事務所長  
堀田  守 

アブダビ駐在事務所長 エネルギー資源第一本部 
マレーシア石油天然ガス事業 
部長 近造 卓二 
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（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

インド三菱商事会社 インド三菱商事会社 
チェンナイ支店長 増田 智行 

インド三菱商事会社 
チェンナイ支店長 

物流事業本部 
不定期船事業部長 横尾  護 

地球環境・インフラ事業 
グループ付 

ヤンゴン駐在事務所長 理事 
井土 光夫 

ヤンゴン駐在事務所長 ヤンゴン駐在事務所  
真野 英俊 

経済協力部 ネピドー駐在事務所長  
景山 真弘 

ネピドー駐在事務所長 コーポレートスタッフ部門 
統括部 坂倉 一正 

エネルギー事業グループ CEO 
オフィス室長 

クアラルンプール支店長 執行役員 
太田 健司 

石油化学品本部付 シナール・ベルリアン社長  
神﨑 慎治 

クアラルンプール支店長 
（兼）シナール・ベルリアン社長 

エネルギー資源第一本部 
ブルネイ石油天然ガス事業 
部長 市川 元一 

生活産業グループ付 プノンペン駐在事務所長  
有井  淳 

プノンペン駐在事務所長 産業機械事業本部 
産業設備事業部 神田 陽悟 

金属グループ付 オーストラリア三菱商事会社 
シドニー支店長 廣田 信治 

オーストラリア三菱商事会社 
シドニー支店長 

金属資源本部 
MDP 事業部 宇田川 健一 

オーストラリア三菱商事会社 
社長（兼）アジア・大洋州統括

補佐（大洋州） 

オーストラリア三菱商事会社 
社長（兼）ニュージーランド三

菱商事会社社長（兼）アジア・

大洋州統括補佐（大洋州） 

執行役員 
坪沼 宣幸 

ニュージーランド三菱商事 
会社社長 

ニュージーランド三菱商事 
会社 Vinod Hira 

三菱商事（中国）商業有限公司 
社長 

三菱商事（中国）商業有限公司

社長（兼）東アジア統括補佐 
（コーポレート） 

理事 
河合 耕作 

三菱商事（上海）有限公司社長 
（兼）上海事務所長 
 

三菱商事（上海）有限公司社長 
（兼）上海事務所長 
（兼）武漢支店長 
（兼）厦門支店長 

中塚 潤一郎 
 

三菱商事（上海）有限公司  
武漢支店長 

三菱商事（上海）有限公司 
武漢支店 陳  穎丹 

三菱商事（上海）有限公司  
厦門支店長 

三菱商事（上海）有限公司 
厦門支店 傅  文彬 
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（4 月 1 日付） 

新 現 氏名 

香港三菱商事会社 香港三菱商事会社 
深圳事務所長 朱  偉成 

香港三菱商事会社社長 
（兼）深圳事務所長 

香港三菱商事会社社長 執行役員 
伊藤 勝弘 

地球環境・インフラ事業 
グループ付 

台湾三菱商事会社社長 
根本 宏児 

台湾三菱商事会社社長 三菱商事パワー㈱出向 
（代表取締役社長） 
（兼）新エネルギー・電力事業 
本部 国内電力第二部長 

石川  剛 
 

 
 

※ 6 月 22 日株主総会に付議する取締役・監査役人事は、追って決定する。 
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【参考資料】 

1. 執行役員の体制  49 名 （4 月 1 日付）                   

＊役職名は、今後の関連人事等により変更となる場合がある。 

執行役員役位 氏  名 新役職等 

社 長 垣内 威彦  

常務執行役員 大河 一司 機械グループ CEO 

 佐久間 浩 地球環境・インフラ事業グループ CEO 

 
西浦 完司 

コーポレート担当役員（業務、調査、経済協力、ロジスティクス 
総括）（兼）アジア・大洋州統括 

 水原 秀元 北米統括（兼）北米三菱商事会社社長 

 増  一行 コーポレート担当役員（CFO、IT） 

 萩原  剛 化学品グループ CEO 

 吉田 真也 新産業金融事業グループ CEO 

 京谷  裕 生活産業グループ CEO 

 
戸出  巌 

コーポレート担当役員（事業投資総括、サステナビリティ推進、 
AI/IoT 推進） 

 村越  晃 コーポレート担当役員（広報、人事） 

 
榊田 雅和 

コーポレート担当役員（総務、法務）、 
チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 
（国内外・新興感染症、コンプライアンス） 

 鴨脚 光眞 コーポレート担当役員（国内）（兼）関西支社長 

 田中 格知 金属グループ CEO 

 髙岡 英則 エネルギー事業グループ CEO 

執行役員 和田 浩一 中部支社長 

 伊藤 勝弘 香港三菱商事会社社長（兼）深圳事務所長 

 
石川 隆次郎 

三菱重工業㈱出向（米国三菱重工業㈱再出向 
（Senior Executive Vice President）） 

 
平井 康光 

東アジア統括（兼）三菱商事（中国）有限公司社長 
（兼）北京支店長 

 長谷川 文則 エネルギー資源第一本部長 

 中川 哲志 インフラ事業本部長 

 坪沼 宣幸 
オーストラリア三菱商事会社社長（兼）アジア・大洋州統括補佐 
（大洋州） 

 岡久  靖 コーポレートスタッフ部門統括部長 

 柳原 恒彦 北米三菱商事会社 EVP（在シリコンバレー） 

 倉橋 政嗣 
インドネシア総代表（兼）インドネシア三菱商事会社社長 
（兼）スラバヤ支店長 

 山﨑  和 生活流通本部長 

 塚本 光太郎 金属資源本部長（兼）MDP 事業部長 

 中西 勝也 新エネルギー・電力事業本部長 

 西澤  淳 エネルギー資源第二本部長 

 中村 達夫 自動車事業本部長 
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執行役員役位 氏  名 新役職等 

執行役員 竹内 修身 石油化学品本部長 

 西尾 一範 リテイル本部長 

 岸本 好司 ライフサイエンス本部長 

 塩﨑 英輔 
インド三菱商事会社社長（兼）アジア・大洋州統括補佐 
（南西アジア） 

 片山 祥徳 業務部長 

 蜂谷 由文 事業投資総括部長 

 石巻  尚 船舶・宇宙航空事業本部長 

 久我 卓也 不動産事業本部長 

 柏木 康全 生鮮品本部長 

 羽場 広樹 
北米三菱商事会社 ヒューストン支店長 
（兼）米国三菱商事会社 ヒューストン支店長 

 三枝 則生 
泰国三菱商事会社社長（兼）泰 MC 商事会社社長 
（兼）ビエンチャン駐在事務所長 

 柏木  豊 環境事業本部長 

 塩原 恵一 
Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd.出向 
（Chairman & CEO）（兼）金属資源トレーディング本部長 

 荒川  健 生活消費財本部長 

 若林  茂 いすゞ事業本部長 

 世利 耕一 
Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 
（Managing Director & CEO） 

 川上 泰弘 Cermaq Group AS 出向（Chair of the Board） 

 太田 健司 エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

 松永 愛一郎 
中南米統括（兼）伯国三菱商事会社社長 
（兼）アスンシオン駐在事務所長 

（注） 監査 及び 経営企画関係は、社長が直掌する。 

 

【執行役員数（4 月 1 日現在）】 

社長  ： 1 名 

常務執行役員 ： 14 名 

執行役員 ： 34 名 

計  ： 49 名 
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2. 理事の体制  43 名 （4 月 1 日付）           

＊ 役職名は、今後の関連人事等により変更となる場合がある。 

氏 名 新役職名 

藤田  潔 東北支社長 

池谷 仁夫 地球環境・インフラ事業グループ CEO オフィス室長 

髙橋 健司 新規事業開発部長 

黒子 多加志 関西支社 副支社長（兼）エネルギー事業部長 

大木  聡 鉄鋼製品本部長 

秋田  実 三菱金曜会事務局出向 

藤木  洋 三菱商事ライフサイエンス㈱出向（代表取締役社長） 
（兼）MC フードスペシャリティーズ㈱出向（代表取締役社長） 
（兼）三菱商事フードテック㈱出向（代表取締役社長） 
（兼）興人ライフサイエンス㈱出向（代表取締役社長） 

鈴木 一行 三菱鉱石輸送㈱出向（代表取締役副社長） 

萬成  隆 関西支社 副支社長（兼）電力プラント部長 

安藤 公秀 カラチ支店長 

井土 光夫 地球環境・インフラ事業グループ付 

伊藤 和雄 日本食品化工㈱出向（取締役常務執行役員） 

鈴木 賢司 ロシア三菱商事会社社長 

榎本 孝一 三菱食品㈱出向（取締役常務執行役員） 

饗場 哲也 地球環境・インフラ事業グループ管理部長 

渡邉 雅夫 エネルギー事業グループ CEO オフィス（渉外・インテリジェンス担当） 

山野 正樹 シンガポール支店長 

藤吉 優行 韓国三菱商事会社社長 

山田 容三 監査役室長 

榎本 好一 中国支社長 

岡部  信 関西支社 副支社長（兼）化学品部長 

諸岡 克明 三菱オートリース㈱出向（取締役常務執行役員） 

狩野  功 欧州統括（兼）欧州三菱商事会社社長 

山口  徹 
独国三菱商事会社社長（兼）ベルリン支店長（兼）フランクフルト支店長 
（兼）欧州統括補佐（北・中東欧） 

鈴木 秀彦 中東・中央アジア統括（兼）ドゥバイ駐在事務所長 

藤咲 達也 三菱商事ロジスティクス㈱出向（代表取締役社長執行役員） 

藤原 義久 北海道支社長 

佐藤  裕 生活産業グループ付 
藤田 和久 監査部長 
浦野 輝虎 産業機械事業本部長 
小笠原 剛 石油・炭素事業本部長 
倉持 秀夫 水 ing㈱出向（常務執行役員） 
中島  拓 九州支社長 

泉田 龍吾 関西支社 副支社長（兼）総務部長 

河合 耕作 三菱商事（中国）商業有限公司社長 
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氏 名 新役職名 

小滝  哲 三菱商事 RtM ジャパン㈱出向（常務執行役員） 

今田 勝之 ㈱ローソン出向（取締役専務執行役員） 

木村 真敏 
エム・シー・ヘルスケア㈱出向（取締役副社長執行役員） 
（エム・シー・メディカル㈱再出向（代表取締役社長）） 

中野  智 機械グループ CEO オフィス室長 

吉田  毅 基礎化学品本部長 

稲田 和男 
イスタンブール支店長 
（兼）中東・中央アジア統括補佐（トルコ・中央アジア・コーカサス） 

吉川 智生 
MC Machinery Systems, Inc.出向（President & CEO） 
（兼）MAC Funding Corporation 出向（President & CEO） 

南  浩一 エネルギー事業グループ CEO オフィス（人事担当） 

 



２０１８年１月１９日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 

 

  氏  名 ： 鴨  脚  光  眞 （いちょう みつまさ） 

 

  生年月日 ： １９６０年 １月 １９日生（５８才） 

 

  学  歴 ： １９８２年 ３月   東京大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８２年 ４月 三菱商事株式会社入社（財務部） 

１９８６年  １月 鉄鋼管理部 

１９８７年  ８月 MC Tubular Products, Inc.出向（ヒューストン） 

１９９０年  ７月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

１９９３年  ３月 税務部 

１９９９年  ６月 千代田化工建設株式会社出向 

２００１年  ３月 機械管理部 

２００１年１０月   三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 

２００３年  ９月 機械グループ付 

２００４年  ９月 三菱自動車工業株式会社出向 

２００６年  ４月 Mitsubishi Motors North America, Inc.再出向（EVP） 

         （ロスアンゼルス） 

２００８年  ７月 三菱自動車工業株式会社出向 

２０１２年  ４月 機械グループ管理部長 

２０１４年  ４月 執行役員就任、リスクマネジメント部長 

２０１７年  ４月 事業投資総括部長 

 

以  上 



２０１８年１月１９日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 

 

  氏  名 ： 田  中  格  知 （たなか のりかず） 

 

  生年月日 ： １９６０年 ２月 ８日生（５７才） 

 

  学  歴 ： １９８２年 ３月 慶應義塾大学経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８２年 ４月 三菱商事株式会社入社（石炭部） 

         １９９２年  ２月 Mitsubishi Development Pty Ltd 出向（シドニー） 

         １９９６年  ５月 石炭部 

         ２００２年１２月 Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 

（BM Alliance Coal Marketing Pty. Ltd. 再出向 

（ブリスベーン）） 

         ２００４年  ７月 Mitsubishi Development Pty Ltd 出向（シドニー） 

         ２００６年  ４月 鉄鋼原料本部 

 MDP ユニットマネージャー 

         ２００７年１０月 鉄鋼原料本部  MDP ユニット 

         ２００９年  ７月 非鉄金属本部付 

 （兼）非鉄事業開発ユニットマネージャー 

         ２０１０年  ４月 非鉄金属本部 

 ベースメタル事業ユニットマネージャー 

         （２０１０年４月～５月 Harvard Business School AMP 派遣） 

         ２０１３年  ４月 金属資源第二本部長 

         ２０１４年  ４月 執行役員就任、金属資源本部 副本部長 

         ２０１５年  ４月 金属資源本部長 

         ２０１７年 ４月 金属資源本部長（兼）MDP 事業部長 

          

以  上 



２０１８年１月１９日 
三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
経   歴   書 

 

  氏  名 ： 髙 岡 英 則 （たかおか ひでのり） 

 

  生年月日 ： １９６１年 ８月 ２８日生（５６才） 

 

  学  歴 ： １９８５年 ３月 東京大学法学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９８５年 ４月 三菱商事株式会社入社（ガス第一部） 

 １９９０年  １月 英国三菱商事会社（ロンドン） 

 １９９５年  ８月  燃料総括部 

 １９９８年 １月 石油原料部 

 １９９９年  ５月 石油需給部 

 ２００１年 ４月 石油事業本部 石油事業ユニット 

 ２００７年 ４月 石油事業本部 石油事業戦略室長 

 ２００８年１１月 石油事業本部 石油事業戦略室長 

（兼）国内石油事業ユニットマネージャー 

 ２０１０年  ４月 石油事業本部 電力燃料ユニットマネージャー 

 ２０１３年１０月  天然ガス事業本部 事業戦略室長 

 ２０１５年  ４月  執行役員就任、 

エネルギー事業グループ CEO オフィス室長 

  

 以  上 



２０１８年１月１９日 

三 菱 商 事 株 式 会 社 

 

経   歴   書 

 

  氏  名 ： 内 野  州 馬 （うちの しゅうま） 

 

  生年月日 ： １９５４年 ６月 ２９日生（６３才） 

 

  学  歴 ： １９７８年 ３月 早稲田大学政治経済学部 卒業 

 

  略  歴 ： １９７８年 ４月 三菱商事株式会社入社（鉄鋼管理部） 

 １９８３年１１月 大阪支社 管理第一部 

 １９８６年 ９月 主計第一部 

 １９８９年１２月 社長室会事務局 

 １９９２年 ４月 米国三菱商事会社（ニューヨーク） 

 １９９７年 ６月 主計部 

 ２０００年 ４月 経営企画部 

 ２００１年 ７月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 

 （取締役副社長） 

 ２００２年 ５月 金属グループ CFO(兼)金属管理部長 

 ２００２年１０月 金属グループコントローラー 

 ２００４年 ６月 三菱自動車工業株式会社出向 

  同社執行役員を経て、 

  ２００８年４月 同社常務執行役員 

 ２００９年 ４月 執行役員就任 

 ２０１０年 ７月 主計部長 

 ２０１０年１１月 主計部長 

  (兼)コーポレート担当役員補佐 

  （連結経営基盤体制構築担当） 

 ２０１３年 ４月 常務執行役員昇役、 

  コーポレート担当役員（CFO） 

 ２０１３年 ６月 代表取締役(兼)常務執行役員就任 

 ２０１６年  ３月 常務執行役員退任 

 ２０１６年  ６月 代表取締役退任、顧問就任 
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