
第 2 回中国大学生《走近日企･感受日本》訪日団視察先出席者リスト 

 
１．オムロン京都太陽株式会社（11 月 27 日） 
北村 満    オムロン京都太陽㈱ 代表取締役社長 
用田 竹司   オムロン京都太陽㈱ 総務課 
池田 康広   オムロン京都太陽㈱ 生産管理課 
大和田 雅司  オムロン㈱ 取締役室 渉外グループ 主幹 
閔 軍     オムロン㈱ 取締役室 渉外グループ 主事 
 
２．トヨタ自動車（11 月 28 日） 
磯谷 健    トヨタ自動車㈱ 中国部長 
安川 隆志   トヨタ自動車㈱ 中国部 主査 
原口 英二郎  トヨタ自動車㈱ 中国部 営業室長 
佐藤 啓介   トヨタ自動車㈱ 中国部 営業室 企画総括グループ長 
福田 麗子   トヨタ自動車㈱ 中国部 事業企画グループ 
永島 均    トヨタ自動車㈱ 企業 PR 部 係長 
岩月 麻友美  トヨタ自動車㈱ 企業 PR 部 
小川 桃子   トヨタ自動車㈱ 社会貢献推進部 グループ統括室海外事業体グループ 
山本 修巳   トヨタ自動車㈱ グローバル渉外広報企画部第 2 地域室主査 担当部長 
榎本 裕子   トヨタ自動車㈱ グローバル渉外広報企画部 第 2 地域室 
範 広寧    トヨタ自動車㈱ グローバル渉外広報企画部 第 2 地域室中国グループ 
 
３．株式会社 資生堂 鎌倉工場（11 月 29 日） 
高原 明彦   ㈱資生堂 中国事業部 次長 
岩城 泰雄   ㈱資生堂 中国事業部  
元 菲     ㈱資生堂 中国事業部 
大洲 洋子   ㈱資生堂 中国事業部 
佐藤 昭美   ㈱資生堂 鎌倉工場 管理部 総務・人事 2G 
 
４．新日本石油精製株式会社 根岸製油所（11 月 29 日） 
北村 武晴   新日本石油精製㈱ 根岸製油所 総務グループ シニアスタッフ 
川畑 絵美   新日本石油精製㈱ 根岸製油所 総務グループ  
 
５．日本電気株式会社 ブロードバンドソリューションセンター（11 月 29 日） 
長岡 正道   日本電気㈱ 中国事業推進部 部長代理 
石 暁梅    日本電気㈱ 中国事業推進部 エキスパート 
篠塚 潔    日本電気㈱ 中国事業推進部 主任 

- 11 - 



李 忠烈    日本電気㈱ 中国事業推進部 
林 瑶     日本電気㈱ 海外キャリア営業本部 
 
６．住友商事株式会社（11 月 29 日） 
川原 卓郎   住友商事㈱ 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ･ｵﾌｨｻｰ補佐 
井場 満    住友商事㈱ 広報部長 
武井 徹    住友商事㈱ 地球環境部長 
保井 正敏   住友商事㈱ 広報部 社会貢献チーム長 
菅谷 百合子  住友商事㈱ 広報部 社会貢献チーム 
林 麻衣子   住友商事㈱ 広報部 社会貢献チーム 
川村 哲也   住友商事㈱ 地域総括・調査部 部長代理 
        ㈱住友商事総合研究所 中国部長 
横田 博    ㈱住友商事総合研究所 中国部 部長代理 
森川 麟三   ㈱住友商事総合研究所 中国部 参事 
朴 龍権    ㈱住友商事総合研究所 中国部  
内藤 常男   住商ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 代表取締役社長 
塚田 清    住商ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 国際事業本部 国際物流第２部中国チーム 
呉 芳     住商ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 〃 国際物流第２部 中国・アジアチーム 
符 李瑋    住商ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ｻｰﾋﾞｽ本部輸出第３部第１チーム 
 
７．株式会社 みずほコーポレート銀行（11 月 30 日） 
中村 英剛   ㈱みずほコーポレート銀行 常務執行役員 
茶谷 康広   ㈱みずほコーポレート銀行 中国営業推進部 次長 
白井 和樹   ㈱みずほコーポレート銀行 中国営業推進部 調査役 
林 純如    ㈱みずほコーポレート銀行 中国営業推進部 調査役 
王 旻     ㈱みずほコーポレート銀行 中国営業推進部 経理 
崔 京月    ㈱みずほコーポレート銀行 中国営業推進部 
吹田 恒久   ㈱みずほコーポレート銀行 アジア業務管理部長 
加藤 純一   ㈱みずほコーポレート銀行 ALM 部長 
小日向 聡   ㈱みずほコーポレート銀行 ALM 部 市場管理チーム 参事役 
榎本 隆弘   ㈱みずほコーポレート銀行 ALM 部 市場管理チーム 参事役 
末永 明    ㈱みずほコーポレート銀行 国際管理部 副部長 
葉 婧     ㈱みずほコーポレート銀行 国際為替部 為替営業第二チーム 
呂 新一    ㈱みずほコーポレート銀行 国際資金証券部 外債投資チーム 
                     チーフストラテジスト 
 
８．株式会社 野菜くらぶ（12 月 3 日） 
澤浦 彰治   ㈱野菜くらぶ 代表取締役社長 
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毛利 嘉宏   ㈱野菜くらぶ 取締役 事業本部本部長 
呉 超峰    ㈱野菜くらぶ 事業部 栽培管理課 
竹之内 信一  ㈱野菜くらぶ 取締役 
竹内 泉    ㈱サングレイス 農場長（トマトハウス） 
 
９．全日本空輸株式会社（12 月 4 日） 
福田 哲郎   全日本空輸㈱ 整備本部 企画推進部長 
岡部 真人   全日本空輸㈱ 整備本部 企画推進部 総務チーム 
西尾 敏    全日本空輸㈱ 北京支店マネージャー 
木谷 秀幸   全日本空輸㈱ 整備本部 機体メンテナンスセンター 機体整備部 
        テクニカルサポートチーム 主席整備士 
川井 欣昭   全日本空輸㈱ 整備本部 機体計画部 整備計画チーム 
劉 宇     全日本空輸㈱ 大連支店空港所 
 
１０． 早稲田大学（12 月 4 日） 
白木 三秀   早稲田大学 政治経済学術院教授 留学センター所長 
江 正殷    早稲田大学 国際部 副部長 
照原 陽子   早稲田大学 国際部 学生交流企画課 兼  
        留学センター 派遣留学プログラムコーディネーター 
他に、早稲田大学留学センター学生留学アドバイザー、白木ゼミ生、 留学生他 約 40 名

が参加 
 
１１． 中華人民共和国駐日本国大使館（12 月 4 日） 
孔 鉉佑    中華人民共和国 駐日本国大使館 公使 
孫 美嬌    中華人民共和国 駐日本国大使館 参事官 
喬 倫     中華人民共和国 駐日本国大使館 政治処 二等書記官 
李 桂萌    中華人民共和国 駐日本国大使館 交流処 三等書記官 
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１２． 送別パーティ出席者（12 月 5 日） 
出席者 87 名 
団側：35 名＋中国日企 1 名（王建鋼）＝36 名 
○外務省 欠席 
○経産省 小口真智子 
○中国大使館 喬倫、李桂萌 
（視察企業の窓口およびホストファミリー） 
○オムロン 閔軍 
○トヨタ自動車 山本智子 
○資生堂 岩城泰雄、森田竜史、荻野秀子 
○新日石 欠席 
○NEC 欠席 
○住友商事 川村哲也、内藤常男、横田博 
○みずほ 呂新一 
○全日空 溝口裕子、北村徹 

（ホストファミリー） 
○アルプス電気 中村裕子、山内和久、入野和之 
○伊藤忠商事 関伊知郎 
○キヤノン 澤田澄子 
○日本航空 山内光 
○日立化成 鳥海英郎  
○日立製作所 久保田慎一、趙薇 
○松下電器 欠席 
○マルチメディア 欠席 
○丸紅 重山直美、上田益孝、徐陽 
○三井物産 斉藤江美 
○三菱商事 欠席 
○三菱東京 UFJ 中村敬、福田浩正、田辺智彦 
○新日本製鐵 欠席 
○早稲田大学 白木三秀、照原陽子 
   （学生）鹿毛綾奈、王文嘉、関政和、笠井裕樹、平石知也 
○JTB JTB 西日本 古野浩樹  JTB 行徳尚文、呂純明 
○貿易研修センター 大慈弥隆人、竹中速雄、加藤晴美 
○日中経済協会 清川佑二、稲葉健次、関誠、武田雄博、中島俊輔、横山主任、眼崎聖子 
        渡辺光男 
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