
2007年度　中国日本商会役員一覧
11月度現在

商会役職 氏　名 会社名 役職

1 会長 北川　信夫 住友商事 常務執行役員　中国総代表

2 副会長 岩崎　次彌　　　 アサヒビール　 常務執行役員　中国本部長

3 副会長 白井　省三　　 アルプス(中国)　 総経理

4 副会長 桑山　信雄　　　 伊藤忠　 常務執行役員　中国総代表

5 副会長 小澤　秀樹　　　 キヤノン 取締役　中国総裁

6 副会長 石舘　周三　 資生堂(中国)研究開発中心 董事　総経理

7 副会長 小谷　勝彦　　　　 新日本製鐵 中国総代表　北京事務所長

8 副会長 山崎　邦生　　 全日本空輸　 上席執行役員　中国総支配人兼北京支店長

9 副会長 磯貝　匡志　　 トヨタ自動車(中国) トヨタ自動車(中国)　総経理

10 副会長 高島　竜祐　 日中経済協会　 北京事務所長

11 副会長 柴生田敦夫　　 日本貿易振興機構 北京代表処　所長

12 副会長 塚田　實　　　　　 日立(中国)　 執行役専務　中国総代表兼董事長

13 副会長 磯貝　眞理　 　　　 丸紅 専務執行役員　中国総代表

14 副会長 浅井　邦夫　 　　 みずほコーポレート銀行　 北京支店長

15 副会長 小川真二郎　 　　 三井物産 常務執行役員　中国総代表

16 副会長 中原　秀人　　　　 三菱商事　 常務執行役員　中国総代表

17 理事 里井　庚二　  　　 岩谷産業 中国総代表

18 理事 大田 義実 　　 双日(中国) 常務執行役員　中国総代表

19 理事 横井　昭正　　　 豊田通商 中国総代表

20 理事 村上　秀樹　 阪和興業　 北京事務所　所長

21 理事 渋谷　龍一   住金物産　 北京事務所　所長

22 理事 加悦　文雄　  東工物産貿易 北京分公司　副総経理

23 理事 小笠　一之 株式会社IHI　 北京代表処　首席代表、所長

24 理事 小林　北洋    出光能源諮詢（北京） 董事長　総経理

25 理事 高橋　千秋　 竹中工務店 首席代表

26 理事 張　寿山　    東洋エンジニアリング 首席代表

27 理事 萱島　幸久　  日産（中国）投資有限公司 董事　総経理

28 理事 山浦　重雄　  日立金属 北京駐在員事務所　所長

29 理事 堤　直樹　   　　 前田建設工業　 北京駐在員事務所　首席代表

30 理事 真崎　秀介  NTT 中国総代表

31 理事 猪瀬　崇  NTTコミュニケーションズ 中国総代表

32 理事 佐野　　昇　 NTTドコモ　 北京事務所　所長

33 理事 西岡　邦彦   国際通信経済研究所　 北京代表処　首席代表

34 理事 高篠　静雄　 ソニー株式会社 副社長　中国総代表

35 理事 田中　孝明　   東芝(中国) 総裁

36 理事 金子　肇 日電（中国） 総裁

37 理事 武田　春仁　 富士通(中国) 常務理事　中国副総代表 　総経理

38 理事 吉本　哲也 松下電器（中国） 副総裁

39 理事 森山　博之　 旭化成 北京事務所　所長

40 理事 松永　収二　 味の素(中国) 副董事長　総経理

41 理事 美崎　正之　 荏原環境工程(北京) 董事　総経理

42 理事 矢野　公一  大日本印刷 常駐代表

43 理事 辻　隆久　   帝人　 駐中国総代表

44 理事 大森　智之　 日本ガイシ 北京代表処　首席代表

45 理事 池本　一彦　 三菱化学 理事　北京事務所長

46 理事 青山　淳    横河電機(中国)商貿 総経理 　

47 理事 張　黎迎   住友信託銀行 北京代表処　首席代表

48 理事 徐　欣君    日興コーディアル証券(株) 首席代表

49 理事 瀬口　清之   日本銀行 北京事務所　首席代表

50 理事 太田　忠利　 三井住友銀行 北京代表処　首席代表

51 理事 光井　良　  三菱東京ＵＦＪ銀行（中国） 北京支店長

52 理事 橋本　万里 明治安田生命保険 北京事務所　首席代表

53 理事 森　哲夫　  天宇客貨運輸服務 総経理

54 理事 深田　信　 日本航空インターナショナル 上席執行役員　中国総代表

55 理事 服部　浩　 日本郵船 中国総代表

56 理事 高羽　人志　 株式会社ジェイテイービー 北京事務所　事務所長

57 理事 塙　昭彦　 イトーヨーカ堂 取締役　中国総代表

58 理事 鈴木　理之　 電通　 役員待遇　中国総代表

59 理事 広岡　幹雄　 日航国際旅行社　 董事長　総経理

60 理事 長谷川　秀範 北京発展大廈　 董事　総経理

61 理事 田淵　真次　　 日中経済貿易センター　 専務理事　北京事務所長

62 理事 中下　裕三　 日本国際貿易促進協会　 北京事務所　所長

63 理事 冨田　重男　 北京日邦印刷　 董事長

64 理事 西川　隆博　 三菱電機（中国） 役員理事　中国総代表　　　　　

65 理事 渡辺　健一　 国際ユニオンリース 総経理

66 理事 小塩　隆司　 長富宮中心 総支配人

67 理事 加茂　廣　 トヨタ汽車技術中心（中国） 知的財産部部長

68 理事 井上　洋文　 電源開発　 北京事務所長

69 監　事 三浦　智志　 監査法人トーマツ パートナー

70 監　事 辻井　渉　　 国際協力銀行 首席代表
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