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当社 4 月 1 日付組織改編と人事異動 

 

当社 4月 1日付の組織改編と人事異動をお知らせ致します。 

 

組織改編 

 

＜営業＞ 

1．インキュベーション室 

・営業傘下組織として、「インキュベーション室」を新設する。 

2．鋼材第三本部 

・「電磁鋼板部」「電力・電動化戦略室」を新設する。 

3．自動車鋼材本部 

・「デジタル改革推進室」 を新設する。 

・「中国戦略室」を廃止する。 

 

＜職能＞ 

1．経営戦略・人総本部 

・経営戦略・人総本部直下に「デジタル戦略室」を新設する。 

・経営企画部の「IT戦略チーム」を廃止する。 

・経営企画部の「カーボンニュートラル推進チーム」を「サステナビリティ推

進チーム」に名称変更する。 

・IT推進部の「営業システムチーム」と、技術部の「共通インフラチーム」を



統合し、IT推進部に「ITソリューションチーム」を新設する。 

・人事総務部に「人材開発チーム」を新設する。 

・コンプライアンス室を廃止し、法務部に「コンプライアンスチーム」を 

新設する。 

2．経営管理本部 

  ・経理部に「企画・税務チーム」を新設する。 

 

人事異動 

 

【鋼材第二本部】 

                新              現 

吉田 幸司 鋼材第二本部長代行 
シンガポール会社社長 

兼）ヤンゴン事務所長 

向井 真也 薄板貿易部長 薄板貿易部長代行 

小倉 大輔 特板部長 特板部長代行 

 

【鋼材第三本部】 

                新               現 

高橋 純一朗 鋼材第三本部長代行 ステンレス部長 

田中 英一 電磁鋼板部長 薄板部長 

古澤 宏和 薄板部長 
MM STEEL SERVICE CENTER CORPORATION 

PRESIDENT 

柏村 伸治 ステンレス部長 
UNITED COIL CENTER LTD. 

Deputy Managing Director 

 

【自動車鋼材本部】 

                新              現 

柳井 直樹 
自動車鋼材本部長代行 

兼）次世代モビリティ対策室長 
自動車鋼材第一部長 

清水 恒太 自動車鋼材第一部長 
自動車鋼材第二部長代行 

兼）次世代モビリティ対策室 

 



【鋼管本部】 

                新              現 

近久 雅史 エネルギー鋼材第一部長 エネルギー鋼材第一部長代行 

 

【経営戦略・人総本部】 

                新              現 

平川 隆義 
経営戦略・人総本部 CDO 

兼）インキュベーション室長 
経営戦略・人総本部 CDO 

佐藤 泰美 
経営戦略・人総本部 CAO 

兼）人事総務部長 
人事総務部長 

新屋 徹 
経営企画部長 

兼）広報・秘書チーム長 
伊藤忠商事株式会社 

大橋 圭太 
技術部長 

兼）現場管理チーム長 

技術部長代行 

兼）現場管理チーム長 

村山 正克 伊藤忠商事株式会社 
経営戦略・人総本部長代行 

兼）CAO 

 
【経営管理本部】 

                新              現 

中川 泰三 
経営管理本部長代行 

兼）事業総括部長 
事業総括部長 

 
【監査部】 

                新              現 

小林 岳人 監査部長 

伊藤忠丸紅鋼鉄投資（上海）有限公司 

董事（兼）副総経理 

兼）中国総代表付 

 

【国内支社】 

                新              現 

鈴木 良直 中国支社長 
中国支社長代行 

兼）鋼材課長 

 

 



【海外】 

                新              現 

山縣 昌平 米国会社ロスアンゼルス支店長 厚板・条鋼部厚板貿易課 

橋本 剛 米国会社シカゴ支店長 特殊鋼・線材部特殊鋼・線材課長 

Natalia  

Zyryanova 
モスクワ支店長 モスクワ支店 Deputy Director 

村主 斉久 
シンガポール会社社長 

兼）ヤンゴン事務所長 
薄板貿易部冷延表面処理鋼板課長 

小嶋 悟 マレーシア会社社長 特板部容器課長代行 

大西 智 

伊藤忠丸紅鋼鉄投資（上海）有限公司 

董事（兼）副総経理 

兼）中国総代表付 

審査部長代行 

 
【国内事業会社】 

                新              現 

鎌倉 英治 

紅忠ｺｲﾙｾﾝﾀｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

代表取締役社長 

 

自動車鋼材本部長代行 

兼）中国戦略室長 

兼）次世代モビリティ対策室長 

佐々木 忠幸 

紅忠黒田ラミネーション㈱ 

代表取締役社長 

兼）紅忠コイルセンター関東㈱ 

取締役副社長 

薄板部長代行 

森川 和俊 
伊藤忠丸紅特殊鋼㈱ 

代表取締役社長 

P.T.United Steel Center Indonesia 

社長 

高田 泰祥 
紅忠サミットコイルセンター㈱ 

代表取締役副社長 

JSW MI CHENNNAI STEEL SERVICE 

CENTER PVT.LTD. Director 

兼）JSW MI STEEL Service Center 

Private Limited 

小柳 淳志 大利根倉庫㈱代表取締役社長 中国支社長 

 
 
 



【海外事業会社】 

                新              現 

鈴木 秀治 MI Finance Americas LLC. President 
執行役員 米州支配人代行 

兼）米州グループ職能担当役員 

高橋 政博 

Thai Cold Rolled Steel Sheet Public 

Co.,Ltd 

Director & Executive Vice President 

監査部長 

田中 満之 
P.T.United Steel Center Indonesia 

社長 

技術部長 

兼）共通インフラチーム長 

山口 同 
MM STEEL SERVICE CENTER CORPORATION 

PRESIDENT 
薄板部電機鋼板課長代行 

西田 裕幸 
Marubeni-Itochu Tubulars America 

Inc.社長 
Sooner Inc.会長 

小杉 知央 
広州紅忠汽車鋼材部件有限公司 

董事(兼)総経理 

鄭州紅忠宝金属加工有限公司 

董事(兼)総経理 

鍵山 佳孝 
鄭州紅忠宝金属加工有限公司 

董事(兼)総経理 

嘉興紅忠鋼板加工有限公司 

董事(兼)副総経理 

 
 

 

 

 

 

 

＜本件に対する問い合わせ先＞ 
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経営企画部 https://www.benichu.com/contact/ 
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