
第21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）
No. 氏名 会社名 役職

1 福原　義春 ㈱資生堂 名誉会長
2 佃　和夫 三菱重工業㈱ 取締役会長
3 齋藤　卓美 三菱重工業㈱ 海外戦略本部
4 中村　真明 三菱重工業㈱ 海外事業推進部長
5 福泉　靖史 三菱重工業㈱ 次長
6 吉田　薫 三菱重工業㈱ 主席部員
7 大内　昇 三菱重工業㈱ 部長代理
8 森　香代子 三菱重工業㈱ 海外事業推進部
9 リアナ・ナンシー 三菱重工業㈱ 海外事業推進部

10 吉村　真人 日立GEニュークリア・エナジー 原子力国際本部　原子力海外技術部　部長
11 三ヶ尻　裕 本田技研工業㈱ 渉外部　担当部長
12 浅井　素子 本田技研工業㈱ 渉外部　主任
13 島田　博夫 コベルコ建機㈱ 顧問役
14 溝口　孝遠 コベルコ建機㈱ 顧問
15 加藤　誠 コベルコ建機㈱ 海外部マネージャー
16 島田　節子 コベルコ建機㈱ 島田顧問役　御令室様
17 石川　洋 鹿島建設㈱ 取締役専務執行役員
18 勝俣　宣夫 丸紅㈱ 会長
19 園部　成政 丸紅㈱ 常務執行役員、輸送機部門長
20 山下　洋司 丸紅㈱ 輸送機部門長代行
21 長谷川　政史 丸紅㈱ 防衛システム部長
22 常原　豪 丸紅㈱ 市場業務部　欧州・CISチーム長
23 藤井　康彰 丸紅㈱ 市場業務部　欧州・CISチーム課長
24 秦　喜秋 三井住友海上火災保険㈱ 取締役会長
25 加藤　潤 三井住友海上火災保険㈱ 経営企画部　次長
26 広崎　膨太郎 日本電気㈱ 取締役執行役員副社長
27 吉本　聖志 日本電気㈱ 宇宙システム事業部独立技術評価室　エキスパートエンジニア

28 松本　俊哉 日本電気㈱ 海外営業本部　本部長代理
29 ウーゴ・ゴビグリ 日本電気㈱ NECイタリア　社長
30 峯野　敏行 日本電気㈱ 執行役員常務
31 高田　大輔 日本電気㈱ シニアエキスパート
32 関　光彦 日本電気㈱ 海外営業本部　主任
33 千原　通和 日本電気㈱ 政策調査部　担当部長
34 丸山　景資 日東電工㈱ 理事
35 青木　洋之 日東電工㈱ 新規事業推進部　課長
36 宮原　誠 日東電工㈱ 新規事業推進部　係長
37 島田　精一 住宅金融支援機構 理事長
38 根本　二郎 日本郵船㈱ 相談役
39 多々良　幸尋 日本郵船㈱ グループ長
40 合田　浩之 日本郵船㈱ 調査役
41 岩城　理久子 日本郵船㈱ 秘書グループ　秘書第一チーム
42 岸本　和久 野村ホールディングス㈱ 野村イタリア社長
43 竹下　智 野村ホールディングス㈱ 経営企画部　次長
44 岩井　信二 野村證券㈱ 執行役員
45 大林　照文 野村證券㈱ IB企画部　次長
46 佐藤　理矢子 野村證券㈱ IB企画部　課長代理
47 中庭　隆 ㈱オンワード樫山 課長
48 安達　俊雄 シャープ㈱ 代表取締役副社長
49 楠　東一郎 シャープ㈱ ソーラーシステム事業本部　海外事業推進部　部長
50 村松　哲郎 シャープ㈱ 本部長
51 二又　俊文 シズベルジャパン㈱ 代表取締役
52 仁科　昌子 シズベルジャパン㈱ 渉外マネージャー
53 遠山　雅夫 ソニー㈱ 渉外部　国際関係担当部長
54 吉崎　修 ソニー㈱ 係長
55 杉本　文孝 ㈱東芝 主務
56 住吉　聡 八木通商㈱ 常務取締役
57 白井　克彦 早稲田大学 総長



58 中富　道隆 日本貿易振興機構 副理事長
59 永松　康宏 日本貿易振興機構 企画部事業推進主幹
60 田中　晋 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課長
61 秋山　士郎 日本貿易振興機構 海外調査部欧州課　課長代理
62 鈴木　亮一 日本貿易振興機構 海外調査部　欧州課職員
63 中川　昭子 日本貿易振興機構 仙台貿易情報センター所長
64 宇佐美　喜昭 日本貿易振興機構 海外調査部　主査
65 友田　大介 日本貿易振興機構 海外調査部　調査企画課
66 田畑　日出男 日本・東京商工会議所　 常議員
67 高野　秀夫 日本・東京商工会議所　 理事・事務局長
68 鈴木　秀昭 日本・東京商工会議所　 国際部長
69 西谷　和雄 日本・東京商工会議所　 国際部　副部長
70 小林　英文 日本・東京商工会議所　 国際部　課長
71 田畑　敦子 日本・東京商工会議所　 田畑常議員　御令室様
72 鈴木　星斗 日本・東京商工会議所　 広報部　編集担当
73 岡田　秀一　 経済産業省 通商政策局長
74 村松　秀浩 経済産業省 通商政策局欧州課長
75 松本　康男 経済産業省 通商政策局欧州課　課長補佐
76 平木　忠義 経済産業省 通商政策局欧州課　係長
77 岡崎　宏美 経済産業省 通商政策局欧州課　係長
78 北村　賢一 経済産業省 製造産業局宇宙産業室
79 川本　明 経済産業省 経済産業政策局経済社会政策担当審議官
80 寺村　英信 経済産業省 企画官（石油政策担当）
81 向井　治紀 財務省 理財局　次長
82 清水　幹治 内閣府 企業再生支援機構準備室
83 田尻　直人 内閣府 参事官
84 安藤　裕康 外務省 駐イタリア日本国特命全権大使
85 飯村　豊 外務省 日本政府代表（中東および欧州地域担当）
86 野口　真理 外務省 欧州局西欧課　外務事務官
87 上辻　宏 外務省 欧州局西欧課　課長補佐
88 神山　洋一 日本スペースイメージング㈱ 代表取締役社長
89 大口　昌芳 日本スペースイメージング㈱ 執行役員営業本部長
90 有沢　勉 日本スペースイメージング㈱ アシスタントマネージャー
91 菅原　衛 日本スペースイメージング㈱ グループマネージャー
92 柴田　純 日本スペースイメージング㈱
93 山岸　國耿 （財）長野県テクノ財団　知的クラスター本部 専務理事
94 桃崎　英司 （財）長野県テクノ財団　知的クラスター本部 科学技術コーディネーター
95 大和　昭雄 （財）長野県テクノ財団　知的クラスター本部 コーディネーター
96 高橋　富雄 宮城県経済商工観光部 国際政策課　主査
97 高橋　直之 宮城県経済商工観光部 国際政策課　主事
98 ルーク・ハップレ 宮城県経済商工観光部 国際政策課　CIR
99 堀切川　一男 東北大学 教授　工学博士

100 山口　健 東北大学大学院 助教
101 渡辺　初瀬 日本風力開発㈱ アソシエスト
102 石垣　陽子 日本風力開発㈱ アソシエスト
103 鎌田　進 新道繊維工業㈱ マネージャー
104 竹中　平蔵 慶応義塾大学 研究所所長
105 高橋　雅夫 順成産業㈱ 代表取締役
106 大仁田　香織 順成産業㈱ マネージャー
107 松澤　英明 ㈱昭栄美術 顧問
108 清水　眞人 ㈱ジェイテック 代表取締役
109 伊藤　真一 ㈱オット・エ・メッツォ 専務
110 北島　勇 日本緑茶センター㈱ 代表取締役
111 柿崎　信郎 日揮㈱ 技術戦略部　副部長
112 後藤　潔 キャピタルパートナーズ証券㈱ 法人担当部長
113 藤本　純一 石光商事㈱ 東京食品第一チーム
114 窪寺　順子 アトリエ彩 代表
115 岩上　敏哉 スターライトインターナショナル ゼネラルマネージャー
116 工藤　裕子 中央大学 教授
117 川上　まり子 川村学園 主事



118 タクボ　ノブオ アンブロゼッティ
119 コヤマ　ススム アンブロゼッティ
120 次田　肇 セブンロジスティシャンズ　コンサルティング　アンド　ソリューション　ジャパン㈱ 取締役シニアコンサルタント
121 岩田　悦之 ZECOOパートナーズ㈱ 公認会計士
122 立川　敬二 JAXA（宇宙航空開発機構） 理事長
123 内富　素子 JAXA（宇宙航空開発機構）
124

Marco　De'guidi Nippon Cannon　Inc 代表取締役社長
125 阿部　聡 アレイ株式会社 代表取締役社長
126 篠原　洋 アレイ株式会社
127 奥山　清行 ケン・オクヤマ・デザイン 代表
128 青木　信彦 リクリート・エージェンシー
129 佐藤　智子 BONSAI network JAPAN
130 五十嵐　治子 ㈱ワールド　エア　サービス セールスマーケティング課主任
131 塙　典子 Gioielli NORI
132 内田　隆文 ㈱資生堂 総務部長
133 柴田　和久 ㈱資生堂 秘書室長
134 半田　誠一 ㈱資生堂 秘書室　次長
135 浅田　寛信 ㈱資生堂 広報部　次長
136 廣田　智 ㈱資生堂 参事
137 衣川　恵 ㈱資生堂 広報部　
138 佐藤　順 ㈱資生堂 広報部
139 角田　哲夫 ㈱資生堂 総務部　課長
140 藤川　優 ㈱資生堂 秘書室　課長
141 井口　洋介 ㈱資生堂 秘書室　参事
142 児玉　順一 ㈱資生堂 秘書室
143 藤田　類子 ㈱資生堂 秘書室
144 村上　辰誠 ㈱資生堂 秘書室


