
News Release

Ⅰ．組織改編１．各営業本部の組織（SBU）改編２．部改編Ⅱ．⼈事異動１．経営幹部人事 （４月１日付）２．執⾏幹部⼈事 （４月１日付）３．退任経営幹部／退任執⾏幹部 （３月31日付）４．部⻑・所⻑等⼈事 （４月１日付）

2022年2⽉7⽇
組織改編と役員人事等のお知らせ豊⽥通商株式会社（本社︓名古屋市、社⻑︓貸⾕　伊知郎）は、2022年４⽉１⽇付で、下記の通り組織改編、および役員⼈事等を⾏うことを決定しましたのでお知らせします。記

以　上
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Ⅰ．組織改編１．各営業本部の組織（SBU︓Strategic Business Unit）改編　(４⽉１⽇付)（１）⾦属本部変更なし（２）グローバル部品・ロジスティクス本部変更なし（３）⾃動⾞本部変更なし（４）機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部再編・名称変更

（５）化学品・エレクトロニクス本部変更なし（６）⾷料・⽣活産業本部変更なし（７）アフリカ本部名称変更 ［現］モビリティ モビリティ電⼒・インフラ 電⼒・インフラ・テクノロジーヘルスケア ヘルスケア消費財 消費財

インフラソリューション
［現］ ［新］機械 機械エネルギー・インフラソリューションエネルギーソリューション

［新］

再編・名称変更

名称変更
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２．部改編　(４月１日付) 部の新設・再編・名称変更（変更分のみ）
ユニット機械部
スマートソサエティ事業推進部ソフトウェアファースト推進部

産業機械部ネクストモビリティ機械部産業機械＆テクノロジー事業部 再編・名称変更
⾷料・⽣活産業 再編・名称変更

ユニット機械部 再編・新設電池・環境機械部機械・エネルギー・プラントプロジェクト
ソフトウェアファースト推進部コネクティッド事業部化学品・エレクトロニクス 再編・名称変更保険部 保険＆ライフソリューション部カーボンニュートラルフューエル部 プラントプロジェクト部インフラソリューション開発部プラント・プロジェクト部 再編・名称変更

グローバル部品米州・欧州部 グローバル部品第一部本部／管掌 新部名 現部名 変更点

ヘルスケア・メディカル事業部 メディカル事業部

豪亜・中近東⾃動⾞部豪亜中近東・東アジア⾃動⾞部⾃動⾞ ⾃動⾞バリューチェーン事業開発部 名称変更⾃動⾞バリューチェーン事業部グローバル部品第二部グローバル部品営業部 グローバル部品第三部グローバル部品・ロジスティクス 再編・名称変更グローバル部品豪亜・東アジア部 中国⾃動⾞部 再編・名称変更

法務部コーポレート部門 －カーボンニュートラル推進部 新設総務部法務部総務部コンプライアンス・危機管理部 再編・新設
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Ⅱ．⼈事異動１．経営幹部人事　(４月１日付)経営幹部（変更分のみ（除︓部改編による名称変更）、5名)

CEO ︓ Chief Executive OfficerCDTO ︓ Chief Digital & Technology OfficerCOO ︓ Chief Operating OfficerCSO ︓ Chief Strategy OfficerCHRO ︓ Chief Human Resources Officer

富永　浩史
CHRO、CSO補佐 － CHRO、CSO補佐 －＜昇任＞秦　直之 極CEO 北⽶地域統括豊⽥通商アメリカ社社⻑ 本部COO ⾦属本部　⾃動⾞薄板SBU＜昇任＞
CSO、極CEO CHRO管掌、東京本社管掌(副)、国内地域・顧客管掌(副)、海外地域管掌(副)、欧州地域統括、新興地域統括 CSO、極CEO 東京本社管掌、海外地域管掌、CDTO管掌、CHRO管掌、国内地域・顧客管掌(副)、欧州地域統括、新興地域統括

新職位 新担当 現職位 現担当＜昇任＞ 副社⻑、本部CEO 社⻑補佐、国内地域・顧客管掌、⾦属本部 極CEO 北⽶地域統括、豊⽥通商アメリカ社社⻑佐合　昭弘氏名今井　斗志光 副社⻑、CDTO 社⻑補佐、東京本社管掌、海外地域管掌 CDTO、本部COO、極CEO補佐 アフリカ本部　モビリティSBU、アフリカ地域＜昇任＞
濱瀬　牧子
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２．執⾏幹部⼈事　(４⽉１⽇付)執⾏幹部（変更分のみ（除︓部改編による名称変更）、14名)

CSKO ︓ Chief Safety & KAIZEN OfficerCFO ︓ Chief Financial Officer*1 同社定時株主総会⽇付にて社⻑就任予定
豊田通商インディア社<新任> アフリカ本部、アフリカ地域

近藤　祐子 CFO補佐 ー － 豊田通商アジアパシフィック社<新任>
本部COO、極CEO補佐 アフリカ本部　モビリティSBU、アフリカ地域⼤塚　慎⼀郎 本部COO、極CEO補佐栁澤　宏 本部COO ⾦属本部　⾦属製品SBU －

會田　靖 CFO補佐 ー

尾﨑　真人 カンパニープレジデント 豊通ケミプラス株式会社社⻑松﨑　英治 CSO補佐 ー八廣　展明 極CEO補佐、カンパニープレジデント 豪亜地域、豊田通商インディア社社⻑ 本部COO 化学品・エレクトロニクス本部　化学品SBU
本部COO、CDTO補佐 化学品・エレクトロニクス本部　エレクトロニクスSBU CDTO補佐 ー本部COO

部⻑ 経理部<新任>

氏名 新職位 現担当・現所属新担当 現職位
株式会社ネクスティエレクトロニクス社⻑

カンパニープレジデント 豊通ケミプラス株式会社社⻑石井　宏昌 本部COO ⾦属本部　⾃動⾞薄板SBU
本部COO、CDTO補佐 化学品・エレクトロニクス本部　エレクトロニクスSBU江積　哲也 本部COO ⾃動⾞本部　トヨタSBU、マルチブランドﾞSBU 本部COO ⾃動⾞本部　トヨタSBU

⾦属本部　⾦属製品SBU佐藤　一範 本部COO 化学品・エレクトロニクス本部　化学品SBU

豊田スチールセンター株式会社社⻑*1 本部CEO ⾦属本部齋藤　彰徳 CSKO
早田　元哉 極CEO補佐、カンパニープレジデント 新興地域、豊田通商ベネズエラ社社⻑、NovaAgri（ノバアグリ）社会⻑兼CEO 極CEO補佐、カンパニープレジデント 新興地域、NovaAgri（ノバアグリ）社会⻑兼CEO

ー柿原　安博 カンパニープレジデント
⻫藤　尚治 カンパニープレジデント ー 副社⻑補佐
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３．退任経営幹部／退任執⾏幹部　(３⽉31⽇付)退任経営幹部（1名）CCO ︓ Chief Compliance Officer*2 代表取締役は継続退任執⾏幹部（3名)
*3 株式会社ユーラスエナジーホールディングス社⻑は継続⼊川　史郎 本部COO ⾃動⾞本部　マルチブランドSBU稲角　秀幸⻘⽊　厚 カンパニープレジデント 株式会社ネクスティ エレクトロニクス社⻑
近藤　隆弘*2 副社⻑、CCO 社⻑補佐、国内地域・顧客管掌、東京本社管掌(副)、海外地域管掌(副)

現職位 現担当カンパニープレジデント 株式会社ユーラスエナジーホールディングス社⻑*3
氏名 現職位 現担当
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４．部⻑・所⻑等⼈事　(４⽉１⽇付)変更分のみ、43名（１）⾦属本部

（２）グローバル部品・ロジスティクス本部
（３）⾃動⾞本部

（４）機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

部⻑豊田通商アメリカ社 ーー豊田通商マレーシア社
JoewonoHendra（ジョウォノ・ヘンドラ）奥野　誠一 現所属 現職位新所属 新職位 氏名

グローバル部品第一部 副部⻑グローバル部品第二部

現職位ユニット機械部 電池・ＦＣグループボデー機械部 溶接グループ現所属ネクストモビリティ機械部インフラソリューション開発部 グループリーダー部⻑

定元　威⼀郎中村　一隆

氏名村上　統渡邉　匡之栁澤　宏*4
新所属 新職位⾦属企画部 部⻑⾃動⾞薄板第⼀部 部⻑⾃動⾞薄板第⼆部 部⻑

部⻑ 井貫　康智 豊田通商アメリカ社 ー

グループリーダー

現所属 現職位⾦属企画部 戦略グループ グループリーダー豊田通商タイランド社 ー⾃動⾞薄板第三部付 ー⾃動⾞薄板第三部 ⾃動⾞薄板貿易第三グループ グループリーダー豊田通商インディア社 ー

豪亜・中近東⾃動⾞部 部⻑Toyota Myanmar Co., Ltd.（トヨタミャンマー） ー

現所属 現職位*4 2022年4⽉1⽇付にて⾦属本部COO就任予定鉄鋼部

山﨑　泰孝 産業⾞輌部 ソリューショングループＫＤ事業部
氏名井上　秀久照井　大作生田　雅史吉川　宏次

新所属電池・環境機械部ボデー機械部
 産業機械＆テクノロジー事業部カーボンニュートラルフューエル部

新職位部⻑部⻑部⻑部⻑ グループリーダー部⻑
部⻑ 土谷　謙介 Toyota Adria D.O.O.（トヨタアドリア） ー
部⻑部⻑産業⾞輌部 部⻑

氏名
⾃動⾞薄板第三部 部⻑ 中村　博⾏成瀬　日出夫

グローバル部品米州・欧州部グローバル部品豪亜・東アジア部グローバル部品営業部
新職位部⻑部⻑部⻑部⻑

豪亜中近東・東アジア⾃動⾞部
新所属営業開発部 Junmin　Zhao（ジュンミン・ジャオ）岩瀬　⼒也

部⻑(兼)資源循環第二部

⾃動⾞バリューチェーン事業開発部
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（５）化学品・エレクトロニクス本部
（６）⾷料・⽣活産業本部
（７）アフリカ本部
（８）コーポレート部門

（９）新興
（１０）豪亜極

豊田通商タイランド社若林　英字赤岸　桂樹

東北⽀店

ＫＤ事業部　国産化推進グループ社⻑事務所⻑(兼) 豊永 博英

ーグローバル⾃動⾞材料部無機化学品部有機原料・事業統括部スマートソサエティ事業推進部 部⻑部⻑部⻑(兼)部⻑

室⻑豊田通商ヨーロッパ社 ー

現職位

新所属

新所属

人事部

現所属

部⻑

新職位

グループリーダー

グループリーダー

現職位

メディカル事業部 部⻑⾷品原料部 ⾷品事業グループ グループリーダー現所属 現職位
豊通ケミプラス株式会社 社⻑コネクティッド事業部 部⻑*5 2022年4⽉1⽇付にて化学品・エレクトロニクス本部COO就任予定

新所属 新職位

⻄野 ⼤輔

アフリカ⾃動⾞部 部⻑ 古賀　博之

氏名⻑本 拓⼈新所属

ネクストテクノロジーファンド推進室カーボンニュートラル推進部経理部コンプライアンス・危機管理部
新職位

豊田支店 副⽀店⻑(兼) 牧野　雄次

現所属佐藤　一範*5森　一憲
豊通インシュアランスマネジメント株式会社新所属⾷品原料部保険部 氏名森　拓也 ー
無機化学品部 ヨード事業グループ氏名

ヘルスケア・メディカル事業部
新職位部⻑部⻑部⻑ 梅井　健中島　武司

部⻑⽀店⻑

氏名

浜松支店 部⻑
トヨタアフリカ⾃動⾞部 部⻑ 大平　正和

部⻑ーPT.TT Metals Indonesia（TT メタルズ　インドネシア） ー
鳥丸 靖之 アンマン事務所

⽀店⻑ 鈴⽊　健吾松山　道徳

ヤンゴン事務所豊田通商ミャンマー社
新職位社⻑事務所⻑事務所⻑

氏名

ユニット機械部 部⻑

豊田通商マレーシア社 社⻑ 荘司 憲一 グローバル部品第一部 部⻑

九州支店 ⽀店⻑ 小泉　淳

CFAO（セーファーオー）社 ー新所属 新職位 CFAO（セーファーオー）社 ー
現所属

法務部 コンプライアンス統括室
⼈事部　グローバル戦略企画室

室⻑佐⼟原　利宏室⻑部⻑ 平田　雅史佐藤　⼒ ⾷品原料部 部⻑経理部 税務グループ グループリーダー

豊田通商アルゼンチン社ドバイ事務所リヤド事務所

現職位

ビエンチャン事務所 事務所⻑ ⾦光 貴延 営業開発部　空港事業グループ ー

営業開発部豊田通商ヨーロッパ社
氏名成田　賢治杉浦　賢人

現所属 現職位豊田通商アメリカ社 ーーーネクストモビリティ推進部　ビジネスイノベーショングループ

現所属 現職位

8



（１１）北⽶極

豊田通商株式会社　広報部報道グループ　（東京）　TEL　03-4306-8200本件は、中部経済産業記者会と貿易記者会へ同時に資料配布しています。【本件の問い合わせ先】

新所属 新職位社⻑ 氏名Grant Town（グラント・タウン） 現所属 現職位豊田通商カナダ社 副社⻑豊田通商カナダ社
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