２０１９年１２月２６日

理事・部長職の異動について
１．理事
（１）異動（１月１日付）
新

職

旧

職

氏名

理事 国際事業部 部長 兼（東アジア・インドチーム長）

理事 東アジア・インド本部 部長（企画・営業推進担当）

吉田 英夫

理事 国際企画部 部長

理事

井上 秀司

理事 明台産物保険公司 董事長 出向

理事 東アジア・インド本部 明台産物保険公司 董事長
出向

国際業務部 部長

長瀬 耕一

２．部長
（１）異動（１月１日付）
新

職

旧

職

氏名

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

エムエスアイジーホールディングス（アジア）

出向 部長

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

山﨑 聡

エムエスアイジーホールディングス（アジア） 出向 部長（コ 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
ンプライアンス・リスク管理担当） 兼 国際管理部 部長
（アジア） 出向 部長（コンプライアンス・リスク管理担当）
兼 リスク管理部 部長
兼 国際管理部 部長 兼 リスク管理部 部長

吉川 明宏

エムエスアイジーホールディングス（アジア） 出向 部長
兼 ＩＴ推進部 部長

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 兼 ＩＴ推進部 部長

野間 勇

エムエスアイジーホールディングス（アジア） 出向 部長
兼 国際事業部 部長

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

高橋 英司

エムエスアイジーホールディングス（アジア） 出向 部長
（企画担当） 兼 国際事業部 部長

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 本橋 嘉雄
（アジア） 出向 部長（企画担当） 兼 国際業務部 部長

ケイビーゼットエムエスジェネラルインシュアランス 出向
部長

アジア持株会社事業 ケイビーゼットエムエスジェネラルイン 秋田 和之
シュアランス 出向 部長

エムエスアイジーインシュアランス（香港） 出向 部長

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（香 貴島 道太
港） 出向 部長

エムエスアイジーインシュアランス（シンガポール） 出向
部長

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（シ 福地 美昭
ンガポール） 出向 部長

エムエスアイジーインシュアランス（マレーシア）出向 部長 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（マ 澤村 剛朗
レーシア） 出向 部長

エムエスアイジーインシュアランス（インドネシア） 出向 部
長

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 青木 勉
ンドネシア） 出向 部長

ビーピーアイエムエスインシュアランスコーポレーション（フィ アジア持株会社事業 ビーピーアイエムエスインシュアラン 髙橋 昌幸
スコーポレーション（フィリピン） 出向 部長
リピン） 出向 部長

エムエスアイジーインシュアランス（ベトナム） 出向 部長

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（ベ 傍島 裕二郎
トナム） 出向 部長

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
部長

足立 哲也

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
部長

池上 勤

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］ 兼 国際事業部 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 須藤 達哉
部長（企画担当）［ウォーレン駐在］ 兼 国際業務部 部長

エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 部長 兼 金融
サービス本部 財務企画部 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 山岡 伸輔
部長 兼 金融サービス本部 財務企画部 部長

エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 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 中村 一樹
部長

エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 部長［ウォーレン駐 米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ 出向 上山 淳彦
在］ 兼 国際管理部 部長 兼 リスク管理部 部長
部長［ウォーレン駐在］ 兼 国際管理部 部長 兼 リスク
管理部 部長

ミツイスミトモセグロスエスエー（ブラジル） 出向 部長

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 長野 昌幸
ル） 出向 部長

ミツイスミトモセグロスエスエー（ブラジル） 出向 部長 兼
サンパウロ事務所長

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 岩渕 一郎
ル） 出向 部長 兼 サンパウロ事務所長

マフレ・メキシコ 出向 部長 兼 エムエスアイジーホール 米州持株会社事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ マフ 坪井 忍夫
ディングス（Ｕ．Ｓ．Ａ）［メキシコ駐在]
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]

エムエスアムリンコーポレートサービス 出向 上席部長 兼 エムエスアムリン持株会社事業 エムエスアムリン 出向
国際企画部 上席部長 兼 金融サービス本部 財務企画 上席部長 兼 国際業務部 上席部長 兼 金融サービス
部 上席部長
本部 財務企画部 上席部長

首藤 清孝

エムエスアムリンアンダーライティング 出向 部長 兼 国
際企画部 部長

エムエスアムリン持株会社事業 エムエスアムリン 出向 部 森本 浩徳
長 兼 国際業務部 部長

エムエスアムリンコーポレートサービス 出向 部長 兼 国 エムエスアムリン持株会社事業 エムエスアムリン 出向 部 渡部 聰
際企画部 部長
長 兼 国際業務部 部長

エムエスアムリンコーポレートサービス 出向 部長 兼 経 エムエスアムリン持株会社事業 エムエスアムリン 出向 部 福田 寧子
長 兼 経理部 部長 兼 国際業務部 部長
理部 部長 兼 国際企画部 部長

エムエスアムリンコーポレートサービス 出向 部長 兼 金 エムエスアムリン持株会社事業 エムエスアムリン 出向 部 桑原 正仁
融サービス本部 財務企画部 部長
長 兼 金融サービス本部 財務企画部 部長

中国現地法人 出向 部長［北京支店］

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向 部長［北京支 篠原 康人
店］

中国現地法人 出向 部長

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向 部長

田村 弘之

中国現地法人 出向 部長

東アジア・インド本部 中国現地法人 出向 部長

菅 匡彦

明台産物保険公司 出向 部長

東アジア・インド本部 明台産物保険公司 出向 部長

堀川 真一

インド現地法人 出向 部長

東アジア・インド本部 インド現地法人 出向 部長

岸 卓

インド現地法人 出向 部長

東アジア・インド本部 インド現地法人 出向 部長

武田 直樹

韓国支店長

東アジア・インド本部 韓国支店長

橋本 城里雄

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 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 池野 明彦
長 兼 エムエスアイジーコーポレートサービス（ヨーロッパ） 長 兼 エムエスアイジーコーポレートサービス（ヨーロッパ）
兼 国際事業部 部長
兼 国際業務部 部長

デジタル戦略部 部長［シンガポール駐在］ 兼 エムエス
アイジーホールディングス（アジア）

デジタル戦略部 部長［シンガポール駐在］ 兼 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）

宮津 新

国際企画部長 兼 国際事業部長

国際業務部長

大塚 慶介

国際事業部 部長 兼 国際企画部 部長

国際業務部 部長

岡島 義昭

国際事業部 部長 兼 （アジアチーム長）

国際業務部 部長 兼 （アジア事業チーム長）

中川 清

国際企画部 部長 兼 （ロイズ・再保険チーム長） 兼 経 国際業務部 部長 兼 （アムリン事業チーム長） 兼 経営 山田 直
企画部 部長
営企画部 部長

国際企画部 部長

国際業務部 部長

北川 正隆

アジア生保部 部長 兼 国際企画部 部長

アジア生保部 部長

榊 直行

内部監査部 部長（海外部門チーム） 兼 エムエスマリン
マネジメントＵＳＡ

内部監査部 部長（海外部門チーム） 兼 米州持株会社
事業 エムエスマリンマネジメントＵＳＡ

金子 欣司

内部監査部 部長（海外部門チーム） 兼 エムエスアイ
ジーホールディングス（アジア）

内部監査部 部長（海外部門チーム） 兼 アジア持株会社 今津 和雄
事業 エムエスアイジーホールディングス（アジア）

