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第20回　日伊ビジネスグループ参加者 (順不同・敬称略）
No. 氏名 会社名 役職
1 福原　義春 ㈱資生堂 名誉会長
2 荻原　健司 経済産業省 経済産業省政務官
3 中西　友昭 経済産業省 経済産業大臣政務官秘書官
4 増山　壽一 経済産業省 欧州中東アフリカ課長
5 平木　忠義 経済産業省 欧州中東アフリカ課係長
6 石橋　典子 経済産業省 通訳
7 中村　雄二 在イタリア大使館 日本国特命全権大使
8 東　博史 在ミラノ総領事館 ミラノ総領事
9 寺村　英信 在イタリア大使館 参事官（経済担当）

10 松本　千城 在イタリア大使館 一等書記官
11 島崎　光代 在イタリア大使館 二等書記官
12 斉藤　卓美 三菱重工業㈱ 執行役員海外戦略本部長
13 細野　真 三菱重工業㈱ 海外戦略本部事業開発グループ長

14 根本　二郎 (社)日本経済団体連合会
日本郵船㈱

名誉会長
名誉会長

15 根本　倶子 日本郵船㈱
16 多々良　幸尋 日本郵船㈱ 経営企画グループ長
17 佐藤　標 日本郵船㈱ 経営企画グループ経営企画チーム長
18 人見　伸也 日本郵船㈱ ミラノ駐在
19 マリオ　オレッキア日本郵船イタリア㈱ 取締役社長
20 ジュセッペ　フォンタナ 日本郵船ロジスティックス･イタリア㈱ 取締役社長
21 カミッロ　クリヴィオ クリヴィオグループ 代表
22

ﾘﾀｽｺﾆｬﾐﾘｵ･ﾊ゚ｼ゙ ﾆー ｸﾘｳ゙ｨｵ クリヴィオグループ
23 秦　喜秋 三井住友海上火災保険㈱ 取締役会長
24 加藤　潤 三井住友海上火災保険㈱ 経営企画部調査チーム長
25 藤田　純孝 伊藤忠商事㈱ 取締役副会長
26 島田　博夫 コベルコ建機㈱ 代表取締役社長
27 島田　節子 コベルコ建機㈱
28 菊池　慶一 興菱商事㈱ 代表取締役社長
29 菊池　美規 興菱商事㈱
30 池内　平 ニューホランド･コベルコ建機㈱ 副社長
31 加藤　誠 ニューホランド･コベルコ建機㈱
32 広崎　膨太郎 日本電気㈱ 代表取締役副社長
33 松木　俊哉 日本電気㈱ 海外キャリア営業本部本部長代理
34 武田　安司 日本電気㈱ 政策調査部担当部長
35 峯野　敏行 NECヨーロッパ㈱ 社長&CEO
36 ウゴ　ゴヴィリ NECヨーロッパ㈱
37 島村　登 ㈱オンワード樫山 オンワードイタリア社長
38 八木　雄三 八木通商㈱ 代表取締役社長
39 住吉　聡 ｽー ﾌ゚ﾘーﾑｽｲﾝｺーﾎ゚ﾚーﾃｯﾄ゙㈱ 代表取締役社長
40 桑形　崇弘 八木通商㈱ 欧州総代表
41 守村　卓 ㈱三菱東京UFJ銀行 常務執行役員欧州本部長
42 大原　克哉 ㈱三菱東京UFJ銀行 ミラノ支店長
43 八尾　三郎 ㈱三菱東京UFJ銀行 アジア法人業務部法人Gr次長
44 オルランド･ディ･トゥルシ ㈱三菱東京UFJ銀行 欧州法人業務部課長
45 岡　真 ㈱三菱東京UFJ銀行 ミラノ支店支店長代理
46 園部　成政 丸紅㈱ 執行役員欧州支配人（丸紅欧州会社社長）
47 両角　智彦 丸紅㈱ ミラノ支店支店長
48 山下　洋司 丸紅エアロスペース㈱ 社長
49 伊沢　正 日本貿易振興機構 副理事長
50 武藤　敏郎 日本銀行 前副総裁
51 堀　恭彰 三菱電機ヨーロッパ㈱ イタリア支店長
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52 北里　敏明 21世紀防災・危機管理研究所 所長
53 小杉　道郎 ボンレックス･ヨーロッパ㈱ 取締役社長
54 奥山　清行 KEN OKUYAMA DESIGN 代表
55 加藤　正之 ㈱時事通信社 経済部次長
56 住友　正宏 カゴメ㈱ 執行役員
57 奥谷　晴信 カゴメ㈱ 課長
58 アウグスト グリッロ ベジタリア㈱ 社長
59 工藤　裕子 中央大学大学院公共政策研究科 教授
60 茂木　洋 東京商工会議所 常務理事
61 田畑　日出男 いであ㈱ 会長
62 田畑　敦子 いであ㈱
63 浦元　るり いであ㈱ 秘書
64 山野　博敏 ㈱ビューティトップヤマノ 会長
65 山野　壽子 ㈱ビューティトップヤマノ 副社長
66 志賀　一敏 ㈱東京流通センター 取締役
67 藤田　善三 東京商工会議所 中小企業部課長
68 糟谷　純一 石川ガスケット㈱ トリノ支店長
69 岩谷　政史 イタリア住友商事トリノ支店 トリノ支店長
70 撹上　勇太郎 ティラドイタリア会社 取締役社長
71 岸本　和久 野村イタリア 社長
72 網野　良一 みずほコーポレート銀行 支店長
73 岩崎　春夫 イタリア三井物産㈱ 社長
74 辻　英二 NI帝人商事㈱ミラノオフィス ミラノオフィス社長
75 大島　悦子 ジャパンイタリア･ドットコム 代表取締役
76 長柄　元重 ＹＫＫ イタリア 社長
77 原野　城治 ㈱ジャパンエコー社 代表取締役
78 原野　圭子 ㈱ジャパンエコー社
79 宮川　房子 Future Planning Partners s.r.l. 社長
80 香山　健一 イタリア日本通運(有) 社長
81 山元　純平 イタリア住友商事
82 高橋　耕輔 JETROミラノセンター 所長
83 青木　朋人 JETROミラノセンター 次長
84 中川　明久 JETROミラノセンター
85 ラファッエラ コルテラッツィ JETROミラノセンター
86 ｼ゙ｮﾙｼ゙ｮ･ｶ゙ｯｻ゙ﾆー ｶ゙ 資生堂イタリア㈱ 社長
87 角田　哲夫 資生堂イタリア㈱ 上級副社長
88 立川　雅和 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課長
89 内田　隆文 ㈱資生堂 執行役員総務部長
90 後藤　豊 ㈱資生堂 ヨ-ロッパオフィス首席
91 竹腰　渉 ㈱資生堂 広報部参事
92 半田　誠一 ㈱資生堂 秘書室次長
93 藤川　優 ㈱資生堂 秘書室課長


