
第19回日伊ビジネスグループ ミーティング（本会議）日本側参加者 （順不同・敬称略）

№ 氏名 会社名 役職

1 福原　義春 ㈱資生堂 名誉会長

2 甘利　明 経済産業省 経済産業大臣

3 松島　みどり 外務省 外務政務官

4 北村　俊昭 経済産業省 経済産業審議官

5 増山　壽一 経済産業省 欧州中東アフリカ課長

6 小池　穣治 経済産業省 欧州中東アフリカ課課長補佐

7 田中　一成 経済産業省 欧州中東アフリカ課課長補佐

8 平木　忠義 経済産業省 欧州中東アフリカ課長係長

9 青木　朋人 経済産業省 大臣官房秘書課課長補佐

10 鈴木　香織 経済産業省 製造産業局参事官室係長

11 望月　慶子 経済産業省 製造産業局繊維課係長

12 上村　昌博 経済産業省 製造産業局紙業生活用品課補佐

13 野沢　篤也 経済産業省 製造産業局デザイン・人間生活政策システム室

14 森田　僚 経済産業省 製造産業局デザイン・人間生活政策システム室

15 松浦　博司 外務省 経済局経済統合体課長

16 塚本　弘 日本貿易振興機構 副理事長

17 根本　二郎 日本郵船㈱ 名誉会長

18 佐藤　実 日本郵船㈱ 代表取締役・副社長経営委員

19 宮川　俊介 日本郵船㈱ 経営企画グループ経営企画チーム長

20 多々良　幸尋 日本郵船㈱ 経営企画グループ長

21 島田　博夫 コベルコ建機㈱ 代表取締役社長

22 島田　節子 コベルコ建機㈱

23 英　正道 鹿島建設㈱ 常任顧問

24 秦　喜秋 三井住友海上火災保険㈱ 取締役会長

25 遠藤　勇 三井住友海上火災保険㈱ 専務執行役員

26 石橋　秦 三井住友海上火災保険㈱ 経営企画部　部長

27 河崎　邦文 三井住友海上火災保険㈱ 経営企画部　課長代理

28 八木　雄三 八木通商㈱ 代表取締役社長

29 唐川　隆次 八木通商㈱ 東京服飾第１部長

30 住吉　聡 ｽｰﾌﾟﾘｰﾑｽｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ㈱ 代表取締役常務

31 島田　精一 住宅金融支援機構 理事長

32 森　健 ㈱電通 執行役員

33 森　聖子 ㈱電通 秘書室主賓

34 荻野　弘次 ㈱日本経済新聞社 国際本部副本部長

35 福田　優子 ㈱日本経済新聞社 国際本部アジア担当課長

36 島田　晶子 ソニー㈱ 渉外部統括課長

37 清原　雅文 ㈱オンワード樫山 常務執行役員

38 保元　道宣 ㈱オンワード樫山 国際本部長

39 水口　雛子 本田技研工業㈱ 渉外企画室チーフ

40 川村　雅昭 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 銀座支社法人第１部長

41 奥山　清行 ㈱KEN OKUYAMA DESIGN 代表・工業デザイナー

42 田畑　日出男 いであ㈱ 代表取締役会長

43 田畑　敦子 いであ㈱

44 佐久間　襄 いであ㈱ 常勤顧問

45 浦本　るり いであ㈱ 秘書室主任

46 長嶺　徹昭 農林水産省 大臣官房環境政策課長補佐

47 杉崎　友則 東京商工会議所 総務統括部

48 関口　史彦 東京商工会議所 中小企業部長

49 清水　優 東京商工会議所 中小企業部

50 岡部　義裕 東京商工会議所 理事・事務局長

51 高野　秀夫 東京商工会議所 理事

52 勝山 邦子 浜松商工会議所　女性会 会長

53 村松　尋代 ㈱村松商店 専務取締役

54 村松　美和　 ㈱村松商店 秘書室

55 村松　淑美 ㈱村松商店 秘書室

56 土屋　尚子 税理士法人土屋会計事務所 会計士

57 大石　淸美 大石淸美税理士事務所 税理士
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58 工藤　裕子 中央大学法学部 教授

59 野崎 俊行 日中リース商事（株）

60 増田 辰彦 アナベル㈱ 代表取締役

61 神内俊郎 ㈱日立製作所　試作開発センタ- センタ-長
62 山野　博敏 ㈱ビューティトップヤマノ 代表取締役会長

63 山野　壽子 ㈱ビューティトップヤマノ 代表取締役副会長

64 北里　一郎 明治製菓㈱ 最高顧問

65 鈴木　健志 明治製菓㈱ 人事総務部　人事室　勤務担当部長

66 小高　延元 サンヤキン㈱ 代表取締役

67 関　昭雄 ㈱ジェイ エイ シー ジャパン 国際事業部長

68 マルコ　ナルドゥッチ ㈱ジェイ エイ シー ジャパン 国際事業部　営業担当コンサルタント

69 伊澤　由紀子 ㈱ジェイ エイ シー ジャパン 国際事業部

70 枡田　時三郎 ㈱双福 相談役

71 枡田　三千代 ㈱双福 代表取締役専務

72 金木　克夫 アジア貿易サービス㈱ 取締役

73 雪竹　俊勝 サニー･トレーディング㈱ 代表取締役社長

74 松野　秀司 ㈱東京流通センター 取締役社長

75 後藤　亘 東京メトロポリタンテレビジョン㈱ 取締役社長

76 南　靖武 東京メトロポリタンテレビジョン㈱ 常務取締役

77 石井　宏治 ㈱石井鐵工所 取締役社長

78 二谷　仁吾 三信トレーディング㈱ 営業部長

79 齋藤　めぐ 三信トレーディング㈱ 営業部

80 平松　伯志 ユーラシア商事㈱ 代表取締役

81 松浦　幸太郎 アイレス㈱ 代表取締役

82 大谷　展弘 ㈱エムディワン

83 橋本　桂子 ㈱ダブルファイブスタッフサービス 代表取締役

84 菅原　章治 ㈱トランスコンテナ 取締役

85 大安　志朗 ㈱トランスコンテナ 部長

86 首藤　るり ㈱ユニ･プラザ

87 中島　護 海外直接投資研究所 代表

88 平原　幸代 平原商事㈱ 代表取締役社長

89 近藤　浩章 セガサミーホールディングス㈱ 経営企画部

90 大島　亮之 ㈱セガ 会長社長室秘書課長

91 掛巣　喜暁 ㈱福原コーポレーション 常務取締役

92 高橋　映 (財)日本ファッション協会 情報センターゼネラルマネージャー

93 藤田　類子 (財)日本ファッション協会 部長・企画事業担当

94 森　洋二 ㈱ワールドケミカル 代表取締役

95 森　久代 ㈱ワールドケミカル

96 肝付　博昭 ㈱日進産業 新規事業開発部長

97 仁戸田　要 カーゴイタリア　エスピ-エー 営業部長

98 原野　城治 ㈱ジャパンエコー社 代表取締役社長

99 岩田　太一郎 ㈱ジャパンエコー社 事業部

100 桜井　悌司 日本貿易振興機構 監事

101 立川　雅和 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課長

102 田中　晋 日本貿易振興機構 企画部事業推進主幹

103 菅野　一義 日本貿易振興機構 企画部事業推進室長代理

104 堀之内　貴治 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課長代理

105 井出　謙太郎 日本貿易振興機構 貿易投資相談センター貿易投資相談課

106 福島　美夏 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課

107 内田　隆文 ㈱資生堂 総務部長

108 関口　佐俊 ㈱資生堂 秘書室長

109 後藤　豊 ㈱資生堂 ヨ-ロッパオフィス首席
110 半田　誠一 ㈱資生堂 秘書室課長

111 児玉　順一 ㈱資生堂 秘書室

112 浅田　寛信 ㈱資生堂 広報部次長

113 遠藤　竜義 ㈱資生堂 広報部参事

114 高以良　美樹 ㈱資生堂 広報部

115 上條　弘子 ㈱資生堂 秘書室

116 岡野谷　尚美 ㈱資生堂 秘書室

117 井口　洋介 ㈱資生堂 秘書室

118 藤川　優 ㈱資生堂 秘書室参事


