
2009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
会長 小川　真二郎 三井物産 常務執行役員　中国総代表

副会長 山﨑　史雄 アサヒビール 常務執行役員　中国総代表
副会長 桑山　信雄 伊藤忠 常務執行役員　中国総代表
副会長 小澤　秀樹 キヤノン 取締役　中国総裁
副会長 林　岳志 新日本製鐵 中国総代表　北京事務所長
副会長 梶原　謙治 住友商事 専務執行役員　中国総代表
副会長 佐藤　信之 全日本空輸 執行役員 中国統括室長兼北京支店長
副会長 田中　孝明 東芝（中国） 東芝 執行役常務　中国総代表　兼董事長
副会長 加藤　雅大 トヨタ自動車（中国）投資 総経理
副会長 堂ノ上　武夫 日中経済協会 北京事務所長
副会長 佐々木　伸彦 日本貿易振興機構 北京代表処　所長
副会長 大野　信行 日立（中国）　 執行役常務　中国総代表兼董事長
副会長 清水　教博 丸紅 常務執行役員　中国総代表
副会長 入沢　稔 みずほコーポレート銀行 北京支店長
副会長 末木　孝幸 三菱電機（中国） 董事長兼総経理
副会長 木島　綱雄 三菱商事 常務執行役員　中国総代表
副会長 里井　庚士 岩谷産業 中国総代表
理事 川﨑　一彦 双日（中国） 常務執行役員　中国総代表
理事 横井　昭正 豊田通商 中国総代表
理事 長岡　秀典 阪和興業 中国副総代表北京事務所長
理事 渋谷　龍一 住金物産 北京事務所　所長
理事 加悦　文雄 東工物産貿易 北京分公司　副総経理
理事 小笠　一之 株式会社IHI 北京代表処　首席代表、所長
理事 永田　泰 川崎重工業 北京代表処　首席代表
理事 高橋　千秋 竹中工務店 首席代表
理事 笹原　勉 日揮　北京事務所 首席代表
理事 橋本　泰昭 日産（中国）投資有限公司 董事　総経理
理事 山浦　重雄 日立金属 北京駐在員事務所　所長
理事 洪　嘉偉 前田建設工業 北京駐在員事務所　首席代表
理事 石渡　康夫 捷帕瓦電源開発諮詢 総経理
理事 白井　省三 アルプス（中国） 総経理
理事 猪瀬　崇 NTT 中国総代表
理事 石本　孝典 NTTコミュニケーションズ 中国総代表
理事 佐野　昇 NTTドコモ　 北京事務所　所長
理事 増山　寛 マルチメディア振興センター 北京代表処　首席代表
理事 久保田　陽 ソニー株式会社 董事長 中国総代表
理事 山田　正晴 京セラ 北京代表処　首席代表
理事 金子　肇 日電（中国） 総裁
理事 高澤　信哉 富士通（中国） 副総経理
理事 木元　哲 パナソニックチャイナ 副董事長



商会役職 氏　名 会社名 役職
理事 森山　博之 旭化成 北京事務所　所長
理事 中村　総明 伊藤喜商貿（上海） 北京分公司　総経理
理事 千葉　雅哉 凸版印刷 北京駐在員事務所　首席代表
理事 山口　俊和 北京ヤクルト 副総経理
理事 深谷　弦希 邦博（北京）医薬技術開発 代表取締役
理事 小谷　正直 堀場貿易（上海） 北京分公司　総経理
理事 池本　一彦　 三菱化学 理事　北京事務所長
理事 田村　宏生　 中央三井信託銀行　北京事務所 所長
理事 渋谷　慎志　 大和證券SMBC　北京代表処 代表
理事 植村　健二 東京海上日動火災保険　 中国総代表
理事 新川　陸一 日本銀行 北京事務所　首席代表
理事 太田　忠利　 三井住友銀行（中国） 北京支店長
理事 光井　良　 三菱東京UFJ銀行（中国） 北京支店長
理事 日比　浩二 北京山九物流有限公司 総経理
理事 横田　恵三郎 日本航空 執行役員　中国総代表兼北京支店長
理事 伊藤　隆夫 日本郵船 中国総代表
理事 吉村　久夫 JTB　CHINA 執行役員　中国総代表
理事 麦倉　弘 イトーヨーカ堂 常務執行役員　中国室長
理事 松島　訓弘 電通　 執行役員　中国総代表　北京事務所長
理事 三木　日出男 日航国際旅行社　 董事長　総経理
理事 鈴木　浩 長富宮中心 総支配人
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
理事 田中　雅教 日本国際貿易促進協会　 北京事務所　所長
理事 河内　洋輔　 国誉商業（上海） 総経理
理事 石舘　周三　 資生堂（中国）研究開発中心 董事　総経理
理事 内藤　規夫 北京ビール朝日 董事　総経理
理事 川畑　保 北京発展大廈　 董事　総経理
理事 片平　猛　 電源開発　 中国総代表

理事 鈴木　正孝 オリンパス
取締役　専務執行役員　
奥林巴斯（中国）董事長

理事 井原　幸治 宝酒造食品　 董事総経理
監事 三浦　智志　 監査法人トーマツ パートナー
監事 越智　幹文　 国際協力銀行 首席代表


