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第10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. 株式会社ワコール本社（5月29日）.

井出　雄三. 国際本部長

石田　勝之. 広報・宣伝部. 広報課

艸川　康代. 広報・宣伝部. 広報課

藤原　薫. 人間科学研究所. 基礎研究課

関口　満. 国際本部. 中国アジア部長

川西　啓介. 〃. 中国アジア部. 中国課長

伊藤　卓治. 〃. 事業管理部. 事業管理課長

王　楠. 〃. 中国アジア部. 中国課..

2. 静岡県農林技術研究所/静岡県立農林大学校（5月30日） 
山田　栄成. 静岡県立農林技術研究所. 企画調整部. 班長

安井　貢. 静岡県立農林大学校. . 校長

白松　太美男. 〃　　　　　　. . 副校長

川瀬　範毅. 〃　　　　　　. 教務課. 技監兼教務課長

山崎　俊弘. 〃. 〃. 研究班長

岡本　伸子. 〃. 〃. 研究班. 非常勤講師

増田　壽彦. 〃. 教務課. 養成班長

青木　一由. 〃. 〃. 養成班. 主幹兼副班長

藤浪　裕幸. 〃. 〃. 〃.. 主査

大石　竜. 〃. 〃. 〃.. 技師

勝岡　弘幸. 〃. 〃. 〃.. 〃.

3. ヤマハ発動機株式会社本社（5月30日）
多田　栄治. MC事業本部第3事業部. マーケティング部長

菅井　利光. 〃. マーケティング部中国グループ　グループリーダー

本丸　勝彦. 〃. 〃

山本　千賀. 〃. 〃

藤城　ゆかり. 〃. 〃

深町　弘恵. 〃. 〃

希　靖. 原価革新統括部. 原価革新部MCPJ推進グループ

倉崎　普文. 生産戦略統括部. 海外生産部第3テリトリーグループ　グループリーダー

村松　久義. 〃. 〃

平松　修. BD.SYS技術部. 管理課. 総務係

杉浦　優. 〃. 〃. 〃
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石原　信一. 人事総務統括部. 広報宣伝部. 企業広報グループ. グループリーダー

4. 株式会社資生堂鎌倉工場（5月31日）
平井　純子. 鎌倉工場. 管理部

葉..美香. 〃. 〃

石井..美幸. 〃. 〃

蜂屋..香菜子. 〃. 〃

佐藤..美智江. 〃. 〃

尾形..亜澄. 〃. 〃

加藤木　陽子. 本社. グローバル薬務推進部　

千葉　真知子. 〃

武井..啓吾. 本社. 中国事業部.. 企画管理部

5. 日本郵船株式会社氷川丸/歴史博物館（5月31日）
脇屋　伯英. 日本郵船歴史博物館. 館長代理

宇佐美　順一. 〃. グループ長代理

長久　英子. 〃

金谷　範夫. 日本郵船氷川丸. 船長

6. 東日本旅客鉄道株式会社本社（6月1日）
佐々木　誠. 総合企画本部. 国際業務部. 国際交流グループ

大沼　富昭. 日中鉄道友好推進協議会. 事務局長

王　元怡. 通訳

7. 三菱商事株式会社本社（6月1日）
中原　秀人. 副社長

今田　勝之. リテイル事業ユニット. チームリーダー

西原　真司. 企画業務部. 国内・東アジアチームリーダー

横山　勝明. 〃. 国内・東アジアチーム

大島　京子. 〃. 〃

安達　健. 〃. 経済調査チーム

万　牧. 〃. 渉外企画チーム（香港三菱より出向中）

李　征. 三菱商事（北京）有限公司　

川島　美子. 総務部. 総合チーム

（懇親会参加）

河合　耕作. 企画業務部. 部長代行

宇野　博史. 〃. 国内・東アジアチーム

森原　康夫. 〃. 〃
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木下　勝孝. 〃. 〃

櫨場　紀子. 〃. 〃

門田　みなみ. 〃. 経済調査チーム

田口　絢子. 〃. 米州チーム

李　璐. 法務部（北京三菱より出向中）

高　鵬. 排出権事業ユニット（北京三菱より出向中）

趙　明. 重電機輸出ユニット. 〃

呂　峰. 〃. 〃

郭　珅. 機械管理部. 〃

8. 日比谷松本楼（6月4日）
小坂　文乃. 常務取締役企画室長　（梅屋庄吉曾孫）

9. 早稲田大学（6月4日）
江　正殷. 国際部. 東アジア部門長

白木　三秀. 政治経済学術院. 教授

佐藤　洋一. 国際部. 留学センター

楊　振. 国際部. 国際課

中越　明子. 国際部. 国際課

その他に白木ゼミ学生約40名、キャンパスツアーの学生ボランティアガイド2名が参加

10. 株式会社三菱東京UFJ銀行本店（6月5日）
小野寺　隆実. 常務執行役員. アジア本部長

室井　清孝. アジア本部. アジア企画部. . 中国グループ　次長

田辺　智彦. アジア本部. 中国室. . 副室長

飯川　幸彦. 本店総務課. 次長兼課長　

楊　敏. 外貨資金証券部. 外債ポートフォリオグループ

濱田　潔. アジア本部アジア企画部. 中国グループ. . 上席調査役

木部　英幸. 〃. 〃. . 〃

梅原　直樹. 〃. 〃. . 調査役

大野木　はづき. 〃. 〃. . 〃

武　進. 〃. 〃. . 〃

山口　恵美. 〃. 〃

海老沢　美穂. 〃. 〃
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11. 中国大使館（6月5日）
程　永華. 特命全権大使

汪　婉. 大使夫人. 参事官. 友好交流部担当

陳　炳炎. 経済商務処. 一等書記官

孟　素萍. 友好交流部. 一等書記官

趙　偉. 大使秘書. 一等書記官

王　麟. 友好交流部. 三等書記官

12. ホテルニューオータニ（6月6日）
山本　正巳. ファシリティマ.ネージメント部. ファシリティマネージメント課　. マネージャー

三浦　光昌. ファシリティマネージメント部. ファシリティマネージメント課. . 係長

長嶋　慶一. 宿泊営業部. グローバルマーケティング＆セールス課. シニアセールスマネージャー.


