三井住友海上火災保険株式会社
２０１８年３月５日

理事・部長職の異動について
１．理事
（１）異動（４月１日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

国際業務部
開発顧問

理事 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
（株） 出向 国際管理部長 兼 国際管理部長

小池 良一

三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社
常務取締役

理事 東京本部 東京北支店長

川村 真也

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向
董事長 兼 総経理 開発顧問

理事 東アジア・インド本部 中国現地法人 出向
董事長 兼 総経理

千葉埼玉本部 開発顧問

理事 自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長

植山 鉄次郎

総務部 開発顧問（不動産・ファシリティ担当）

理事 不動産部長

後藤 多美子

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート株式会社
常務取締役

理事 東京本部 東京南支店長

諏訪 博也

（株）安心ダイヤル
専務取締役

理事 企業品質管理部長

湯浅 雅明

他社役職員就任予定
（取締役 ６月就任予定）

理事 千葉埼玉本部 千葉損害サポート部長

浦上 英俊

三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社
常務取締役

理事 名古屋企業本部 名古屋自動車営業第二部長

武藤 正己

金融公務営業推進本部 公務部 開発顧問
（他社役員 ６月就任予定）

理事 商品本部 海上保険部長 兼 ＭＳＫマリンサービス
（株） 社長

海上 有紀

理事 関西企業本部 関西企業営業第三部長

理事 関西企業本部 関西企業営業第五部長

野里 周司

理事 千葉埼玉本部 千葉損害サポート部長

理事 損害サポート本部 損害サポート業務部長

井上 哲郎

理事 国際業務部 部長

理事 米州持株会社事業 ミツイスミトモセグロスエスエー
（ブラジル） 出向 部長

井上 秀司

理事 自動車営業推進本部 自動車営業推進部長

理事 神奈川静岡本部 神奈川自動車営業部長

池田 毅

東アジア・インド本部
中国現地法人 出向
董事長 兼 総経理

名

伊藤 幸孝

（２）新任（４月１日付）
新

職

旧

職

理事 関東甲信越本部 栃木支店長

九州本部 熊本支店長

理事 東アジア・インド本部 部長（企画・営業推進担当）

東アジア・インド本部 部長（企画・営業推進担当）

継続職

氏
大森 哲司

東アジア・インド本部 部長
（企画・営業推進担当）

吉田 英夫

名

理事 千葉埼玉本部 埼玉損害サポート部長

千葉埼玉本部 埼玉損害サポート部長

千葉埼玉本部
埼玉損害サポート部長

長田 敏基

理事 東北本部 岩手支店長

東北本部 岩手支店長

東北本部 岩手支店長

豊岡 正幸

理事 九州本部 福岡支店長

神奈川静岡本部 横浜支店長

篠田 正一

理事 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 金融サービス本部 財務企画部長
（株）
出向 総合企画部 部長（財務企画担当） 兼 財務企画
室長
理事 国際管理部長
国際業務部 部長

中島 圭一

理事 神奈川静岡本部 横浜支店長

関西企業本部 関西企業営業第二部長

小林 健司

理事 関西自動車本部 大阪自動車営業第二部長

神奈川静岡本部 静岡自動車営業部長

磯部 欽正

理事 東京本部 東京南支店長

北陸本部 金沢支店長

馬場 邦彦

理事 東京企業第二本部 企業営業第一部長

東京企業第二本部 企業営業第一部長

理事 商品本部 火災傷害保険部長

商品本部 傷害長期保険部長

原 敬一

東京企業第二本部
企業営業第一部長

川口 益弘

藤本 典士

２．部長
（１）異動（３月１５日付）
新

職

旧

職

継続職

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 内部監査部 部長（海外部門チーム）
部長［ウォーレン駐在］ 兼 国際業務部 部長

氏

名

須藤 達哉

（２）異動（４月１日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

北海道本部 北海道東支店長

三井住友海上あいおい生命保険（株） 出向 愛知営業部
長

吉村 康宏

北海道本部 北海道損害サポート部長

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（自動車担
当）

姥谷 和宏

東北本部 エムエス仙台（株） 社長 出向 部長

東京本部 東京南支店 法人営業第一課長（上席）

渡邉 晋介

東北本部 仙台自動車営業部長

四国本部 部長（企画・営業推進担当） 兼 業務グループ
長

中村 悟

東北本部 秋田支店長

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長

村橋 弘人

東北本部 福島自動車営業部長

関西自動車本部 京都自動車営業部 第二課長（上席）
兼 京都自動車営業部 課長（上席）

松橋 誠

関東甲信越本部 茨城自動車営業部長

東北本部 福島自動車営業部長

北川 幸司

関東甲信越本部 長野支店長

九州本部 宮崎支店長

梨本 俊明

名

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部長

神奈川静岡本部 静岡損害サポート部長

藤井 則行

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部 部長

中国本部 中国損害サポート第二部 岡山自動車第二保
険金お支払センター所長（上席）

加納 亮

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第二部 部長

関西本部 関西損害サポート第二部 京都自動車第二保
険金お支払センター所長（上席）

髙橋 正敏

千葉埼玉本部 部長（企画・営業推進担当）

千葉埼玉本部 千葉北支店長

小西 清文

千葉埼玉本部 埼玉支店長

北海道本部 北海道東支店長

源長 哲司

千葉埼玉本部 埼玉西支店長

北陸本部 福井支店長

鈴木 宏

千葉埼玉本部 埼玉自動車営業部長

神奈川静岡本部 神奈川自動車営業部 第三課長（上席）

岡林 和彦

千葉埼玉本部 千葉支店 部長（開発担当） 兼 千葉埼
玉本部 部長

九州本部 長崎支店 佐世保支社長（上席）

土屋 隆弘

東京本部 部長（企画・営業推進担当）

東京本部 東京北支店 部長 兼 東京本部 部長

丹治 純子

東京本部 東京北支店長

関東甲信越本部 栃木支店長

斎藤 修二

首都圏業務部長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

鈴木 幾子

東京企業第一本部 総合営業第四部長

金融公務営業推進本部 部長（企画・営業推進担当）

千葉 岳央

東京企業第二本部 企業営業第二部長

タイ支店長 兼 アジア持株会社事業 エムエスアイジーイ
ンシュアランス（ラオス）

高樋 毅

東京企業第二本部 企業営業第三部長

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向
部長

海山 裕

東京企業第二本部 船舶営業部 部長（西日本担当）

内部監査部 部長（営業部門チーム）

清杉 繁

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

中部本部 三重自動車営業部長

板倉 昭市

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

千葉埼玉本部 千葉自動車営業部 第二課長（上席）

中村 光暢

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長 兼 （企 自動車営業推進本部 自動車営業推進部 課長（上席）
画チーム長） 兼 人事部 部長（働き方改革推進チーム） （企画チーム長） 兼 人事部 課長（上席）（働き方改革推
進チーム）

濱岡 邦光

自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

吉田 正紀

自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部 部長

営業推進部 部長（大型中販開拓担当） 兼 自動車営業
推進本部 自動車営業推進部 部長

星野 浩一

自動車営業推進本部 東京自動車営業第二部長

千葉埼玉本部 埼玉自動車営業部長

篠田 忠浩

神奈川静岡本部 部長（企画・営業推進担当）

営業推進部 部長（企画担当 兼 プロ代理店専管担当）
兼 人事部 部長（働き方改革推進チーム）

鈴木 耕吉

神奈川静岡本部 エムエス横浜（株） 社長 出向 部長

関西企業本部 関西企業営業第五部 第二課長（上席）
兼 課長（上席）（営業アシストチーム統括担当）

松山 裕宣

神奈川静岡本部 神奈川自動車営業部長

中国本部 岡山自動車営業部長

西村 秀喜

神奈川静岡本部 静岡支店長

千葉埼玉本部 埼玉支店長

飯村 正紀

神奈川静岡本部 浜松支店長

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ マフ
レ・テペヤック 出向 部長 兼 エムエスアイジーホール
ディングス（アメリカ） ［メキシコ駐在]

森本 卓

神奈川静岡本部 静岡自動車営業部長

中国本部 山口自動車営業部長

村崎 勝世

神奈川静岡本部 静岡損害サポート部長

九州本部 九州損害サポート第一部長

岡本 勝臣

北陸本部 金沢支店長

神奈川静岡本部 エムエス横浜（株） 社長 出向 部長

加藤 俊晴

北陸本部 福井支店長

九州本部 沖縄支店長

小幡 圭介

中部本部 部長（企画・営業推進担当）

金融サービス本部 財務企画部 部長（株式投資担当）

本園 英隆

中部本部 三重自動車営業部長

神奈川静岡本部 静岡自動車営業部 静岡自動車営業課
長（上席） 兼 静岡自動車営業部 課長（上席）（営業アシ
ストチーム統括担当）

山本 信基

中部本部 中部損害サポート部 部長

損害サポート本部 東京自動車損害サポート部 東京北保
険金お支払センター所長（上席）

川﨑 健司

名古屋企業本部 部長（企画・営業推進担当）

金融公務営業推進本部 広域法人部 営業第三課長（上
席）

五十川 規洋

名古屋企業本部 名古屋企業営業第一部長

名古屋企業本部 名古屋企業営業第一部 部長 兼 トヨ
タ室長

有元 威彦

名古屋企業本部 名古屋自動車営業第二部長

関東甲信越本部 茨城自動車営業部長

友竹 明彦

中部総務部長

コンプライアンス部 部長（中国・九州地域担当）［福岡駐
在］

渡邉 範久

関西本部 部長（直資代理店統括・支援担当）

九州本部 エムエス大分中央（株） 社長 出向 部長

井原 泰洋

関西本部 エムエス奈良（株） 社長 出向 部長

東北本部 仙台支店 仙台支社長（上席）

吉田 稔則

関西本部 エムエス京都（株） 社長 出向 部長

関西本部 部長（金融機関担当 兼 グローバル推進担当）

大野 裕之

関西本部 堺支店長

四国本部 愛媛支店長

家市 健司

関西本部 滋賀支店長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

板倉 一浩

関西本部 関西損害サポート第一部 部長

関西企業本部 関西企業自動車損害サポート部 第五保
険金お支払センター所長

和田 早代子

関西企業本部 関西企業営業第二部長

神奈川静岡本部 浜松支店長

千田 秀一

関西自動車本部 部長（企画・営業推進担当）

名古屋企業本部 名古屋自動車営業第一部 第二課長
（上席） 兼 課長（上席）（営業アシストチーム統括担当）

川延 英明

関西業務部長 兼 商品本部 部長

人事部 課長（上席）（企画チーム長）

岡﨑 博

中国本部 エムエス広島（株） 社長 出向 部長

関東甲信越本部 茨城支店 水戸第一支社長（上席）

高橋 尚忠

中国本部 岡山支店長

関東甲信越本部 長野支店長

田古島 伸浩

中国本部 岡山自動車営業部長

関西自動車本部 部長（企画・営業推進担当）

鈴木 秀明

中国本部 山口自動車営業部長

関西自動車本部 大阪自動車営業第一部 第三課長（上
席） 兼 大阪自動車営業第一部 課長（上席）

杉江 憲一郎

中国本部 中国損害サポート第一部長

損害サポート本部 首都圏損害サポート部長

阿部 直樹

四国本部 部長（企画・営業推進担当） 兼 業務グループ 中国本部 山陰支店 自動車営業課長（上席）
長

鈴木 健太

四国本部 愛媛支店長

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
出向 総合企画部 部長（経営企画担当）

辻 万博

九州本部 エムエス長崎（株） 社長 出向 部長

中部本部 愛知支店 春日井支社長（上席）

中野 昇

九州本部 エムエス大分中央（株） 社長 出向 部長

東京企業第二本部 企業営業第二部 第二課長（上席）
兼 企業営業第二部 課長（上席）（営業アシストチーム統
括担当）

井上 敦之

九州本部 エムエス熊本（株） 社長 出向 部長 兼 ＭＳ 名古屋企業本部 名古屋自動車営業第二部 第一課長
Ｋ保険センター（株）
（上席）

遠入 勇

九州本部 福岡支店 部長

東京本部 東京南支店 渋谷第二支社長（上席）

長沼 孝裕

九州本部 佐賀支店長

東北本部 エムエス仙台（株） 社長 出向 部長

村田 宏志

九州本部 熊本支店長

千葉埼玉本部 埼玉西支店長

岡本 圭司

九州本部 宮崎支店長

中部本部 部長（企画・営業推進担当）

格谷 隆

九州本部 沖縄支店長

営業推進部 部長 兼 （モーターチャネル推進チーム長）

橋本 孝彦

九州本部 九州損害サポート第一部長

北海道本部 北海道損害サポート部長

加藤 秀彦

タイ支店長 兼 アジア持株会社事業 エムエスアイジーイ 東京企業第一本部 総合営業第二部 第二課長（上席）
ンシュアランス（ラオス）

池本 宏行

アジア持株会社事業 エムエスアイジーインシュアランス（イ 名古屋企業本部 名古屋企業営業第一部 第一課長（上
ンドネシア） 出向 部長
席）

青木 勉

オセアニア支店長 兼 ニュージーランド事務所長

東京企業第一本部 総合営業第四部 第四課長（上席）

今井 雅広

アジア持株会社事業 エムエスファーストキャピタル 出向
部長

アジア持株会社事業 エムエスファーストキャピタル 出向
課長（上席）

池上 勤

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 東京企業第二本部 企業営業第一部 第一課長（上席）
部長

中村 一樹

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向 部長

営業企画部 部長（企業担当） 兼 営業推進部 部長

菅 匡彦

東アジア・インド本部 明台産物保険公司 出向 部長

国際業務部 課長（上席）（業務チーム）

堀川 真一

エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパＡＧ 出向 部
長［アムステルダム駐在］

エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパＡＧ 出向 課
長（上席）［アムステルダム駐在］

栗本 直樹

エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパＡＧ 出向 部
長

エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパＡＧ 出向 課
長（上席）

内田 正紀

経営企画部 部長

東京企業第二本部 企業営業第一部 第三課長（上席）

土橋 久満

経営企画部 部長（秘書室）

経営企画部 課長（上席）（機能別再編推進室長）

三宅 光輝

経営企画部 部長

神奈川静岡本部 静岡支店長

溝口 一修

デジタル戦略部長

関西業務部長 兼 商品本部 部長

西谷 聡

デジタル戦略部 部長（プロジェクト担当）

営業事務部 部長（業務プロセス改革担当）

柿原 大介

デジタル戦略部 部長（企画担当）

経営企画部 部長 兼 （ＩＣＴ戦略チーム長）

川津 英樹

デジタル戦略部 部長（開発担当）

営業企画部 部長（営業システム改革担当） 兼 （営業ＩＴ
推進室）

松村 隆司

企業品質管理部長

神奈川静岡本部 部長（企画・営業推進担当）

深澤 達也

企業品質管理部 部長（お客さまの声担当）

ＭＳＫ安心ステーション（株） 出向 部長 兼 損害サポー
ト本部 損害サポート業務部 部長

安藤 元

人事部 部長

経営企画部 部長（秘書室）

山下 博司

人事部 部長 兼 （能力開発チーム）

人事部 課長（上席）（能力開発チーム）

髙﨑 隆浩

総務部 部長 兼 （総務チーム長） 兼 人事部 部長（働 総務部 課長（上席）（総務チーム長 兼 情報センター社
き方改革推進チーム）
史編纂チーム長） 兼 人事部 課長（上席）（働き方改革推
進チーム）

布垣 光盛

経理部 部長（連結・海外担当）

アジア持株会社事業 エムエスアイジーホールディングス
（アジア） 出向 部長

河野 隆之

経理部 部長（会計業務担当 兼 資産運用事務担当）
兼 ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株）

経理部 課長（上席）（総合収支チーム長）

大間 誠司

経理部 部長 兼 （主計チーム長）

経理部 課長（上席）（主計チーム長）

野田 智意

コンプライアンス部長 兼 （地域コンプライアンス室長）

中国本部 岡山支店長

水本 誉

コンプライアンス部 部長（関西・四国地域担当）［大阪駐
在］

企業品質管理部 部長（お客さまの声担当 兼 不服申立
事務局担当）

本橋 伸二

コンプライアンス部 部長（支払審査会担当） 兼 （保険金 企業品質管理部 部長（支払審査会担当）
支払審査チーム長） 兼 企業品質管理部 部長

コンプライアンス部 部長（北海道・東北地域担当）［仙台駐 千葉埼玉本部 埼玉西支店
在］

課長（上席）

企業品質管理部 部長

大沼 賢司

今井 勇輝

コンプライアンス部 部長（中国・九州地域担当）［福岡駐
在］

中部本部 愛知東支店 岡崎第一支社長（上席）

岩水 浩

内部監査部 部長（営業部門チーム）

東北本部 秋田支店長

岡﨑 和男

内部監査部 部長（営業部門チーム）

関西本部 滋賀支店長

橋元 好次郎

内部監査部 部長（営業部門チーム）

関西本部 エムエス奈良（株） 社長 出向 部長

古賀 邦彦

内部監査部 部長（営業部門チーム）

関西本部 関西金融法人部 第一課長（上席）

金子 仁

内部監査部 部長（損サ部門チーム）

コンタクトセンター企画部 部長 兼 （保険金支払相談デ
スク長） 兼 企業品質管理部 部長

二階堂 知秀

リスク管理部長

経理部 部長（会計業務担当 兼 資産運用事務担当）
兼 ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株）

鈴木 啓司

金融サービス本部 財務企画部長

金融サービス本部 金融ソリューション部長

早川 琢磨

金融サービス本部 財務企画部 部長（株式投資担当）

金融公務営業推進本部 公務開発部 営業第二課長（上
席）

宇佐 典浩

金融サービス本部 金融ソリューション部長

金融サービス本部 財務企画部 部長 兼 （企画チーム
長）

佐本 義彦

金融サービス本部 投資部長

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
出向 総合企画部 部長（財務企画担当） 兼 財務企画
室長

吉田 浩二

金融サービス本部 投資部 部長 兼 （企画チーム長）

金融サービス本部 投資部 課長（上席）（企画チーム長）

北嶋 加苗

金融サービス本部 投資部 三井住友アセットマネジメント
（株） 出向 部長

金融サービス本部 投資部 課長（上席）（投資第二チー
ム）［ニューヨーク駐在］

須井 大地

金融サービス本部 金融事業部長

首都圏業務部長

蜂谷 太郎

金融公務営業推進本部 部長（企画・営業推進担当）

東京企業第一本部 総合営業第一部 東芝室長（上席）

土井 邦輝

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長（金融機
関戦略支援担当）

関東甲信越本部 部長（金融機関担当）

金田 康浩

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長（金融機
関戦略支援担当）

北海道本部 札幌支店 札幌第一支社長（上席）

柳井 治郎

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長（金融機
関戦略支援担当）

神奈川静岡本部 部長（金融機関担当 兼 グローバル推
進担当）

萩庭 彰宏

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長（金融機
関戦略支援担当）

中部本部 部長（金融機関担当）

本田 裕一郎

金融公務営業推進本部 金融営業推進部 部長（金融機
関戦略支援担当）

東北本部 部長（金融機関担当）

東 壮一

金融公務営業推進本部 金融法人第一部長

関西企業本部 関西企業営業第三部長

岸蔭 一久

金融公務営業推進本部 広域法人部長

東京企業第一本部 総合営業第三部 情報通信事業室長
（上席）

平野 訓行

商品本部 部長 兼 （医療・健康経営推進チーム長）

商品本部 傷害長期保険部 課長（上席）（営推・管理チー
ム長） 兼 商品本部 課長（上席）（商品・事務照会セン
ター）

山口 卓也

商品本部 自動車保険部 部長 兼 （企画開発チーム長） 商品本部 自動車保険部 課長（上席）（商品企画チーム
長）

及川 雅裕

商品本部 新種保険部長

津田 卓也

商品本部 火災新種保険部長

商品本部 新種保険部 部長 兼 （企画収益チーム長）

商品本部 火災新種保険部 課長（上席）（費用技術保険
チーム長）

本橋 嘉雄

商品本部 新種保険部 部長

再保険部 部長 兼 （業務チーム長） 兼 国際業務部
部長

内藤 俊哉

商品本部 火災傷害保険部 部長 兼 経営企画部 部長 商品本部 火災新種保険部 部長 兼 経営企画部 部長 経営企画部 部長（業務企
（業務企画チーム）
（業務企画チーム）
画チーム）

岩崎 太朗

商品本部 火災傷害保険部 部長 兼 （企画収益チーム
長）

商品本部 傷害長期保険部 課長（上席）（企画・収支チー
ム長）

東出 純

商品本部 海上航空保険部長 兼 ＭＳＫマリンサービス
（株） 社長

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向
部長（企画担当）［ウォーレン駐在］

油井 朋仁

商品本部 海上航空保険部 部長 兼 （企画収益チーム
長）

東京企業第二本部 船舶営業部 部長（西日本担当）

菊池 裕次郎

再保険部長（上席）

再保険部長

再保険部 部長 兼 （業務チーム長）

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
出向 監査部 部長（本社第二チーム） 兼 内部監査部
部長（本社部門チーム）

堀 幸子

営業企画部 部長（企業担当） 兼 営業推進部 部長

金融公務営業推進本部 広域法人部長

秋津 修祐

再保険部長

塚田 敏幸

営業企画部 部長 兼 （営業支援チーム長） 兼 人事部 営業企画部 課長（上席）（営業支援チーム長） 兼 人事
部長（働き方改革推進チーム）
部 課長（上席）（働き方改革推進チーム）

村上 雄一

営業推進部 部長（マリン・グローバルプロモーター）

オセアニア支店長 兼 ニュージーランド事務所長

大森 登

営業推進部 部長（マリン・グローバルユニット担当）

営業推進部 課長（上席）（法人マーケット推進チーム）（グ
ローバル推進担当）［大阪駐在］

水谷 彰伸

営業推進部 部長（プロモーター）

千葉埼玉本部 部長（金融機関担当）

宮部 太郎

営業推進部 部長（企業プロモーター）

千葉埼玉本部 埼玉支店 越谷第一支社長（上席）

池内 利光

営業推進部 部長（プロモーター）［大阪駐在］

関西企業本部 関西企業営業第四部 第二課長（上席）

安岡 秀樹

営業推進部 部長（マリン・グローバルプロモーター）

商品本部 海上保険部 部長

中嶋 康雄

営業推進部 部長（大型中販開拓担当） 兼 自動車営業 九州本部 北九州支店 北九州第一支社長（上席）
推進本部 自動車営業推進部 部長

嶋田 浩幸

営業推進部 部長（企業プロモーター）

金融公務営業推進本部 金融法人第一部 営業第三課長
（上席） 兼 金融法人第一部 課長（上席）（営業アシスト
チーム統括担当）

山田 契一

営業推進部 部長（プロモーター）

営業推進部 課長（上席）（プロモーター）

石曽根 和裕

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（中部ユニット） 九州本部 九州企業営業部長

徳永 賢二

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（九州ユニット） 関西自動車本部 大阪自動車営業第二部長

能塚 俊治

コンタクトセンター企画部 部長（保険金不服申立事務局担 損害サポート本部 東京自動車損害サポート部 部長
当） 兼 企業品質管理部 部長

西川 清一

国際業務部 部長

岡島 義昭

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
出向 監査部 部長（海外チーム） 兼 内部監査部 部長
（海外部門チーム）

国際業務部 部長

経営企画部 課長（上席）（業務企画チーム長）

大町 透

アジア生保部 部長

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向 部長

岩野 臣高

損害サポート本部 損害サポート業務部長

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部長

福永 宗雄

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（自動車担
当）

中国本部 中国損害サポート第一部長

河村 浩一

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長

千葉埼玉本部 千葉損害サポート部 千葉自動車第一保
険金お支払センター所長（上席）

佐藤 賢一

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長 兼 （火傷 損害サポート本部 損害サポート業務部 課長（上席）（火
新チーム長）
傷新チーム長）

山元 大雄

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長

内部監査部 部長（損サ部門チーム）

丹羽 美雄

損害サポート本部 東京自動車損害サポート部 部長

神奈川静岡本部 神奈川損害サポート部 横浜自動車第
一保険金お支払センター所長（上席）

野口 治朗

損害サポート本部 首都圏損害サポート部長

中部本部 中部損害サポート部 部長

小鷹 英一郎

損害サポート本部 海損部 部長（西日本海損担当）

損害サポート本部 海損部 船舶グループ長（上席） 兼
あいおいニッセイ同和損害保険（株）

小林 一貴

ＩＴ推進部 部長（企画担当） 兼 （ＩＴ企画チーム長）

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

山崎 純

営業事務部 部長

営業事務部 課長（上席）

麻生 美紀

監査役室 部長

内部監査部 部長（モニタリング室）

二井 和彦

総務部 上席部長 兼 （法務チーム長）

総務部 部長 兼 （法務チーム長）

菅野 博康

コンプライアンス部 部長（企画チーム長 兼 地域コンプラ コンプライアンス部 課長（上席）（企画チーム長 兼 地域
イアンス室）
コンプライアンス室）

永冨 圭一

コンプライアンス部 部長（募集品質コンプライアンス担当） 千葉埼玉本部 部長（企画・営業推進担当）

笠原 護

リスク管理部 部長 兼 （アクチュアリー育成・支援チーム） リスク管理部 課長（上席）（兼 アクチュアリー育成・支援
兼 副保険計理人
チーム） 兼 副保険計理人

副保険計理人

浜野 雅章

リスク管理部 部長

リスク管理部 課長（上席）

佐藤 泰和

リスク管理部 部長 兼 （資産運用リスク管理チーム長）

金融サービス本部 金融ソリューション部 課長（上席）（変
額年金チーム長）

椎名 五郎

内部監査部 部長（企画・審査室）

企業品質管理部 課長（上席）（保険金支払審査チーム長）

荻原 武

内部監査部 部長（本社部門チーム）

リスク管理部 部長

酒井 伸二

内部監査部 部長（本社部門チーム）

コンプライアンス部 部長（募集品質コンプライアンス担当）

松野 泰久

内部監査部 部長（海外部門チーム）

米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向
課長（上席）［ロサンゼルス駐在］

尼崎 英明

内部監査部 部長（海外部門チーム）

（株）安心ダイヤル 出向 部長

今津 和雄

内部監査部 部長（海外部門チーム）

東京企業第二本部 航空運輸産業部 部長（航空宇宙業
務担当）

御正 和伸

内部監査部 部長（海外部門チーム）

内部監査部 課長（上席）（海外部門チーム）

畑谷 圭一

国際管理部 部長

国際管理部 課長（上席）

海野 哲夫

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株） 出向 部長

人事部 部長

児玉 隆一郎

ＭＳＫ安心ステーション（株） 出向 部長 兼 損害サポー 千葉埼玉本部 千葉損害サポート部 船橋保険金お支払
ト本部 損害サポート業務部 部長
センター所長（上席）

菅井 秀隆

ＭＳＫ安心ステーション（株） 出向 部長 兼 損害サポー 関西本部 関西損害サポート第一部 部長
ト本部 損害サポート業務部 部長 兼 （お客さま対応
チーム長）

坂本 祐一

ＭＳＫマリンサービス（株） 出向 部長

損害サポート本部 海損部 部長（西日本海損担当） 兼
あいおいニッセイ同和損害保険（株）

堀池 昌弘

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 課長（上席）

木之下 圭

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 課長（上席）

上原 雅司

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 課長（上席）

佐藤 学

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

ＩＴ推進部 部長 (プロジェクト推進担当) 兼 （ＩＴ企画
チーム長） 兼 人事部 部長（働き方改革推進チーム）

小関 正信

三井住友海上キャピタル（株） 社長 出向 部長

九州本部 福岡支店長

石上 壽一

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長［大阪］

コンプライアンス部 部長（関西・四国地域担当）［大阪駐
在］

藤井 正彦

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

九州本部 佐賀支店長

國久 泰宏

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
出向 監査部 部長（本社第四チーム長）

黒川 洋一

ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株） 社長

金融サービス本部 投資部長（上席）

伊東 達哉

エーシー企画（株） 出向 部長

東北本部 仙台自動車営業部長

筧 尚雄

（株）インターリスク総研 出向 部長

東京企業第二本部 企業営業第二部 部長

清水 純康

（株）インターリスク総研 出向 部長 兼 商品本部 部長

（株）インターリスク総研 出向 課長（上席）

府川 均

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長

コンプライアンス部長（上席） 兼 （地域コンプライアンス室
長）

豊島 聡

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長

コンプライアンス部 部長（北海道・東北地域担当）［仙台駐
在］

山本 晃久

社外出向 部長

営業推進部 部長（グローバル推進担当）

越川 輝久

社外出向 部長

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（九州ユニット
長） 兼 三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）

早川 誠一

社外出向 部長

東京企業第二本部 企業営業第二部長

金澤 隆雄

社外出向 部長

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長［名古屋］

荻野 尚樹

社外出向 部長

東京企業第一本部 総合営業第四部長

栗原 宏充

社外出向 部長

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（千葉・埼玉ユ
ニット）

吉田 卓司

社外出向 部長

監査役室 部長

森本 英彦

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

戸田 順夫

社外出向 部長

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（神奈川・静岡
ユニット長）

仁科 昭雄

