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2017年度中国日本商会役員一覧

商会役職 氏　名 会社名 役職

1 会長 上田　明裕　 伊藤忠　 常務執行役員　東アジア総代表

2 副会長 山洞　正一 アサヒグループホールディングス 中国総代表

3 副会長 小澤　秀樹　 キヤノン 副社長執行役員

4 副会長 西浦　新 新日鐵住金 常務執行役員　中国総代表　北京事務所長

5 副会長 古場　文博 住友商事 常務執行役員　東アジア総代表

6 副会長 阿部　信一 全日本空輸　 上席執行役員　中国総代表　北京・天津支店長

7 副会長 大西　弘致 トヨタ自動車 専務役員　中国本部長

8 副会長 篠田　邦彦 日中経済協会　 北京事務所　所長

9 副会長 田端　祥久 日本貿易振興機構 北京事務所　所長

10 副会長 横尾　定顕 パナソニックチャイナ 役員　中国・北東アジア地域総代表

11 副会長 小久保 憲一 日立製作所　 執行役常務　中国総代表

12 副会長 鳥居　敬三 丸紅 常務執行役員　中国総代表

13 副会長 岡　豊樹 みずほ銀行 執行役員　中国総代表

14 副会長 金森　健 三井物産 専務執行役員　中国総代表

15 副会長 平井　康光 三菱商事　 執行役員　東アジア統括

16 副会長 富澤　克行 三菱電機 執行役員　中国総代表

17 副会長 小原　正達 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国） 副董事長

18 理事 亀倉　隆志 岩谷産業 常務執行役員　中国総代表

19 理事 西村　康 双日 常務執行役員　中国総代表

20 理事 椿本　光弘 豊田通商 常務執行役員　東アジア総代表　

21 理事 松原　圭司 阪和興業　 執行役員　中国総代表

22 理事 陶　履徳 日鉄住金物産 北京事務所　所長

23 理事 上田　敏裕 旭硝子（中国）投資 董事長　総経理

24 理事 吉澤　務 川崎重工管理（上海） 董事　総経理

25 理事 青山　傑 コスモ石油 北京事務所　首席代表

26 理事 市川　正人 クボタ 北京事務所　首席代表

27 理事 池松　克紀 ＪＦＥエンジニアリング（北京） 総経理

28 理事 西村　伸吾 JXTGエネルギー 執行役員　中国総代表

29 理事 明石　宏二郎 東京電力 北京代表処　首席代表

30 理事 今井　正志　 アルプス(中国)　 総経理

31 理事 吉田　直樹 NEC 執行役員　中国総代表

32 理事 堂園　憲治 NTTコミュニケーションズ（中国） 北京分公司　総経理

33 理事 宇平　直史 NTTデータ 執行役員　中国総代表

34 理事 本間　雅之 NTT DOCOMO China通信技術 董事長

35 理事 後藤　雄次 京瓷(中国)商貿 董事・総経理
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36 理事 井神　淳　 北京凱迪迪愛通信技術 董事長

37 理事 高橋　洋 ソニー（中国） 董事長＆総裁

38 理事 須毛原 勲 東芝 中国総代表

39 理事 北野　滋 富士通(中国) 総経理

40 理事 小原　弘嗣 マルチメディア振興センター 北京代表処　首席代表

41 理事 椋野　貴司 旭化成 執行役員　中国総代表

42 理事 纐纈　義隆 アステラス製薬（中国） 董事長兼総経理

43 理事 中西　稔 花王（中国）投資 董事長　総経理

44 理事 西　広信 住友化学投資（中国） 総経理

45 理事 陳　偉東 日健中外科技(北京) 総経理

46 理事 柴﨑　崇紀　 テルモ 上席執行役員　中国総代表

47 理事 寺師　啓 東レ 北京事務所　所長

48 理事 本田　和秀 凸版印刷　 北京事務所　首席代表

49 理事 松崎　宏 三井化学　 理事　中国総代表

50 理事 高尾　昌二 三菱化学控股管理(北京) 董事長

51 理事 柯　豪俊 住友生命 北京事務所　首席代表

52 理事 諸　紅霞　 大和証券 北京事務所　首席代表

53 理事 和田　健治 日本銀行 北京事務所　首席代表

54 理事 篠原　康人 三井住友海上火災保険（中国）　 北京分公司　総経理

55 理事 川端　良彦 三井住友銀行（中国） 副社長

56 理事 岸上　輝充 三井住友信託銀行 北京代表処　首席代表

57 理事 米倉　真　　　 日通国際物流(中国) 北京分公司　所長

58 理事 江利川 宗光 日本航空 執行役員　中国総代表　北京支店長

59 理事 高泉　宏康　 日本郵船 中国総代表

60 理事 今井　誠 イトーヨーカ堂(中国)投資 董事長

61 理事 石毛　二郎 JTB新紀元 総経理

62 理事 大谷　隆一　 上海博報堂広告有限公司　 北京分公司　総経理

63 理事 谷口　利英 全日空国際旅行社 総経理

64 理事 高橋　修三 長富宮中心 常務副総経理　ホテル総支配人

65 理事 馬場　章正 北京電通広告　 董事　総経理

66 理事 戸村　滋見 北京発展大廈　 董事　総経理

67 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

68 理事 中下　裕三 日本国際貿易促進協会　 北京事務所　中国総代表

69 理事 厚谷　禎一 KPMGアドバイザリー（中国） ディレクター

70 理事 萩原　徹 国誉家具（中国） 北京分公司　総経理

71 理事 小金井　英生 世達志不動産投資顧問（上海） 北京分公司　総経理

72 理事 越智　博通　 北京陸通印刷 董事長

73 理事 堀内　博史 ハウス食品（中国）投資 北京分公司　総経理

74 監事 三浦　智志 監査法人トーマツ パートナー

75 監事 越智　幹文　 国際協力銀行 首席代表
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