２０２１年３月２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

自動車営業推進本部 開発顧問

理事 自動車営業推進本部
自動車営業推進部長

池田 毅

他社役員就任予定

理事 国際事業部 部長
兼（東アジア・インドチーム長）

吉田 英夫

ＭＳＫ保険センター（株） 常務取締役

理事 九州本部 福岡支店長

篠田 正一

金融公務営業推進本部 公務第一部 開発顧問
（他社役員 ８月就任予定）

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） 国際管理部長
兼 国際管理部長

原 敬一

金融公務営業推進本部 公務第一部 開発顧問
（他社役員 ８月就任予定）

理事 神奈川静岡本部 横浜支店長

小林 健司

ＭＳＫ保険センター（株） 常務取締役

理事 関西自動車本部
大阪自動車営業第二部長

磯部 欽正

エーシー企画（株） 代表取締役社長

理事 東京本部 東京南支店長

馬場 邦彦

営業推進部 開発顧問

理事 東京本部 東京北支店長

斎藤 修二

名

（２）異動（４月１日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

理事 東京本部 東京北支店長

理事 コンプライアンス部長

水本 誉

理事 総務部長

理事 営業推進部長

江本 芳彦

理事 営業推進部長

理事 金融公務営業推進本部
金融営業推進部長

青木 謙親

名

（３）新任（４月１日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

理事 金融公務営業推進本部 公務第一部長

金融公務営業推進本部 公務第一部長

田古島 伸浩

理事 名古屋企業本部
名古屋自動車営業第一部長

名古屋企業本部 名古屋自動車営業第一部長

濱野 誠

名

理事 東京本部 東京南支店長

関東甲信越本部 新潟支店長

吉岡 敬太郎

理事 営業事務部長

営業事務部長

西谷 聡

理事 関西企業本部 関西企業営業第二部長

関西企業本部 関西企業営業第二部長

千田 秀一

理事 損害サポート本部
東京自動車損害サポート部長

損害サポート本部 損害サポート業務部長
兼 損害サポート本部 部長

福永 宗雄

理事 東京企業第二本部 企業営業第四部長

東京企業第二本部 企業営業第四部長

中野 善夫

理事 広報部長

広報部長

磯部 優

理事 千葉埼玉本部 埼玉支店長

千葉埼玉本部 埼玉支店長

源長 哲司

理事 東北本部 仙台支店長

東北本部 仙台支店長

森永 卓

２．部長
（１）異動（４月１日付）
新

職

監査役室 部長

旧

職

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（企画・審査チーム） 兼 内部監査部
部長（企画・審査室）

継続職

氏
高橋 京子

北海道本部 エムエス北海道（株） 出向 部長［函館駐在］ 関西本部 エムエス関西（株） 出向 部長［奈良駐在］

吉田 稔則

北海道本部 札幌支店 社外出向 部長

千葉埼玉本部 埼玉支店 川口支社長（上席）

中土 浩

北海道本部 北海道中央支店長

名古屋企業本部 名古屋企業営業第一部 第一課長（上
席）

岸 亮介

東北本部 エムエス南東北（株） 出向 部長［郡山駐在］

神奈川静岡本部 神奈川支店 町田支社長（上席）

大日 貴史

東北本部 仙台自動車営業部長

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長 兼 （営
業推進チーム長） 兼 ビジネスイノベーション部 部長（モ
ビリティチーム）

中村 光暢

東北本部 秋田支店長

中国本部 エムエス中国（株） 出向 部長

高橋 尚忠

東北本部 福島自動車営業部長

自動車営業推進本部 東京自動車営業第二部 第二課長
（上席） 兼 東京自動車営業第二部 課長（上席）

浅野 正英

東北本部 東北損害サポート部 部長

東北本部 東北損害サポート部 郡山保険金お支払セン
ター 課長（上席）

橋本 忠則

関東甲信越本部 茨城自動車営業部長

関東甲信越本部 茨城自動車営業部 水戸自動車営業課
長（上席） 兼 茨城自動車営業部 課長（上席）

柴野 哲也

名

関東甲信越本部 新潟支店長

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

小林 克也

関東甲信越本部 新潟自動車営業部 社外出向 部長

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

佐藤 俊彦

関東甲信越本部 長野自動車営業部長

中部本部 三重自動車営業部 社外出向 部長

長谷川 晋

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部長

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部 部長

小林 吉行

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部 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）

小西 昌博

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第二部長

中国本部 中国損害サポート第二部長

渡邊 三明

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一部 堺第二保険金お支
払センター所長（上席）

中岸 祐悟

千葉埼玉本部 部長

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

千葉埼玉本部 部長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

岩野 敏之

千葉埼玉本部 エムエス千葉埼玉（株） 出向 部長

九州本部 エムエス九州（株） 出向 部長［大分駐在］

井上 敦之

千葉埼玉本部 埼玉自動車営業部長

中部本部 岐阜自動車営業部長

中野 義人

千葉埼玉本部 千葉損害サポート部長

名古屋企業本部 名古屋損害サポート部 部長

鈴木 敬三

東京本部 部長

中国本部 岡山支店 倉敷第一支社長（上席）

中林 正任

東京本部 東京北支店 部長

関東甲信越本部 群馬支店 群馬第二支社長

神保 綾

東京本部 東京北支店 社外出向 部長

営業推進部 部長（プロモーター）［大阪駐在］

宮部 太郎

首都圏業務部長

首都圏業務部 部長 兼 （業務チーム長）

田畑 陽子

首都圏業務部 部長 兼 （業務チーム長）

東京企業第一本部 総合営業第三部 第一課 課長

阿部 聡美

東京企業第一本部 総合営業第一部 部長 兼 東芝室
長

コンプライアンス部 部長（中部・北陸地域担当）［名古屋駐
在］ 兼 データマネジメント部 部長（企画チーム）

藤野 拓也

東京企業第一本部 総合営業第三部長

関西企業本部 関西企業営業第一部 第一課長（上席）

鈴木 俊文

千葉埼玉本部 部長

土屋 隆弘

東京企業第一本部 総合営業第三部 部長 兼 情報通
信事業室長

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）

安藤 公

東京企業第二本部 企業営業第五部長（上席）

東京企業第二本部 航空運輸産業部長

田辺 研一

金融公務営業推進本部 部長（企画開発担当）

金融公務営業推進本部 公務開発室長（上席）

石井 昇

金融公務営業推進本部 部長

金融公務営業推進本部 広域法人部 営業第一課 課長
兼 広域法人部 課長（業務インストラクター）

羽角 有希子

金融公務営業推進本部 金融法人第三部 部長（生保提
携推進担当）

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株） 出向 部長
兼 営業企画部 部長

椎野 茂

金融公務営業推進本部 金融法人第三部 部長（生保提
携推進担当）

四国本部 愛媛支店 松山支社長（上席）

舟橋 豊

金融公務営業推進本部 公務第二部 部長 兼 日本郵
政室長

金融公務営業推進本部 公務第二部 日本郵政室長（上
席） 兼 公務第二部 課長（上席）

大泉 和久

自動車営業推進本部 自動車営業推進部長

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

井上 良太

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

営業推進部 部長（マリン・グローバルプロモーター）

田村 弘之

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長［広島駐
在］ 兼 中国本部 広島自動車営業部 部長

関東甲信越本部 群馬自動車営業部 前橋自動車営業課
長（上席）

田房 徹也

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

ブラジル現地法人 出向 部長 兼 サンパウロ事務所長

岩渕 一郎

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長 兼 （営 自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部 社外出向
業推進チーム長）
課長（上席）

亀多 眞紀夫

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

神奈川静岡本部 神奈川自動車営業部 第二課長（上席）

浅沼 直記

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 社外出向 部
長

四国本部 部長（企画・営業推進担当） 兼 業務グループ
長

鈴木 健太

自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長

関西自動車本部 神戸自動車営業部長

前田 明伸

自動車営業推進本部 東京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

北川 幸司

自動車営業推進本部 東京自動車営業第二部 社外出向 エーシー企画（株） 出向 部長 兼 営業推進部 部長
部長
（モーターチャネル推進チーム）

筧 尚雄

神奈川静岡本部 部長（企画・営業推進担当）

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

田中 正人

神奈川静岡本部 神奈川支店 部長

東京企業第二本部 企業営業第一部 第四課長（上席）

鳥巣 貴司

神奈川静岡本部 神奈川静岡損害サポート部長

神奈川静岡本部 神奈川損害サポート部長

阿部 直樹

神奈川静岡本部 神奈川静岡損害サポート部 部長

損害サポート本部 グローバル損害サポート部 国際保険
金お支払センター所長（上席）

舘野 充明

北陸本部 富山支店長

名古屋企業本部 部長（企画・営業推進担当）

五十川 規洋

中部本部 部長

関東甲信越本部 山梨支店 甲府第一支社長

赤羽 千恵美

中部本部 愛知支店 部長

東京企業第二本部 企業営業第三部 第二課長（上席）

脇田 浩平

中部本部 愛知東支店長

関西本部 滋賀支店長

板倉 一浩

中部本部 岐阜支店長

東京企業第一本部 総合営業第一部 部長 兼 東芝室
長

小林 大輔

中部本部 岐阜自動車営業部長

ビジネスイノベーション部 部長（モビリティ担当） 兼 （モビ
リティチーム） 兼 自動車営業推進本部 自動車営業推進
部 部長

見野 和司

中部本部 三重支店長

中部本部 三重自動車営業部長

山本 信基

中部本部 三重支店 社外出向 部長

関西自動車本部 大阪自動車営業第二部 第一課長（上
席） 兼 大阪自動車営業第二部 課長（上席）

倉内 生安

名古屋企業本部 部長（企画・営業推進担当）

デジタル戦略部 部長（企画担当） 兼 ビジネスイノベー
ション部 部長

鈴木 修一

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

経営企画部 部長

田中 清友

名古屋企業本部 名古屋損害サポート部 部長

千葉埼玉本部 埼玉損害サポート部 大宮自動車第二保
険金お支払センター所長

藤崎 真樹

関西本部 部長（地方創生推進担当）

営業推進部 部長（プロモーター）［大阪駐在］

安岡 秀樹

関西本部 部長（生保提携推進担当）

東北本部 青森支店 青森支社長（上席）

只友 景敏

関西本部 エムエス関西（株） 出向 部長［神戸駐在］

金融公務営業推進本部 金融法人第三部 部長（生保提
携推進担当）

保崎 正則

関西本部 滋賀支店長

九州本部 長崎支店長

長沼 孝裕

関西本部 神戸支店長

中部本部 岐阜支店長

小西 晃裕

関西本部 関西損害サポート第一部長

四国本部 四国損害サポート部長

常松 謙哉

関西本部 関西損害サポート第一部 部長

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第二部 部長

髙橋 正敏

関西本部 兵庫損害サポート部長

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（自然災害
担当）

瀬木 信行

関西企業本部 部長（大阪・関西プロジェクト推進担当）

千葉埼玉本部 埼玉自動車営業部 第二課長（上席）

土屋 一浩

関西企業本部 関西企業営業第三部長

東京企業第一本部 総合営業第三部 第一課長（上席）

内藤 雅人

関西自動車本部 部長（企画・営業推進担当）

千葉埼玉本部 千葉自動車営業部 第一課長（上席）

山口 眞太郎

関西自動車本部 大阪自動車営業第二部長

千葉埼玉本部 埼玉自動車営業部長

岡林 和彦

関西自動車本部 神戸自動車営業部長

関西自動車本部 部長（企画・営業推進担当）

久保田 一弘

中国本部 エムエス中国（株） 出向 部長

関西企業本部 関西企業営業第四部 第四課長（上席）

神谷 憲昌

中国本部 山口支店長

中部本部 愛知中央支店長

森 賢一

中国本部 中国損害サポート部長

中国本部 中国損害サポート第一部長

加納 亮

中国本部 中国損害サポート部 部長

北陸本部 北陸損害サポート部 北陸総合保険金お支払
センター所長（上席） 兼 北陸損害サポート部 課長（上
席）（人財育成スタッフ）

沖 典士

四国本部 部長（企画・営業推進担当） 兼 業務グループ 営業推進部 部長（マリン・グローバルプロモーター）
長

西 将司

四国本部 愛媛支店長

ベトナム現地法人 出向 部長

傍島 裕二郎

四国本部 四国損害サポート部長

関西本部 兵庫損害サポート部 姫路保険金お支払センタ
－所長（上席）

夜久 和裕

九州本部 エムエス九州（株） 出向 部長［大分駐在］

営業推進部 部長（プロモーター）

木之村 剛

九州本部 福岡支店長

関西企業本部 関西企業営業第三部長

菅井 直人

九州本部 佐賀支店長

神奈川静岡本部 部長（企画・営業推進担当）

古賀 健

九州本部 長崎支店長

コンプライアンス部 部長（中国・九州地域担当）［福岡駐
在］ 兼 データマネジメント部 部長（企画チーム）

岩水 浩

九州本部 沖縄支店長

九州本部 エムエス九州（株） 出向 部長［長崎駐在］

中野 昇

九州本部 九州損害サポート第一部長

中部本部 中部損害サポート部 豊橋保険金お支払セン
ター所長（上席）

池田 宣偉

九州本部 九州損害サポート第一部 部長

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部 土浦
保険金お支払センター所長（上席）

小田口 享弘

九州本部 九州火災新種損害サポート部長

九州本部 九州損害サポート第一部 部長

鈴東 公一

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

経理部 部長（会計業務担当 兼 連結・海外担当） 兼
（国際経理チーム長）

河野 隆之

フィリピン現地法人 出向 部長

東京企業第一本部 総合営業第二部 第二課長（上席）

小松 泰三

ベトナム現地法人 出向 部長

自動車営業推進本部 自動車法人営業部 第二課長（上
席）（兼 マリン・海外ユニット長）

葛野 勝己

エムエスファーストキャピタル 出向 部長

エムエスファーストキャピタル 出向 課長（上席）

高井 暁雄

トロント事務所長（部長）

トロント事務所長（上席）

中村 善紀

ブラジル現地法人 出向 部長 兼 サンパウロ事務所長

ブローカー部 営業課長（上席）

河崎 宏一

エムエスアムリンインシュアランスエスイー出向 部長［ブ
リュッセル駐在］ 兼 国際企画部 部長

エムエスアムリンインシュアランスエスイー 出向 課長（上
席）［ブリュッセル駐在］ 兼 国際企画部 課長（上席）

江間 圭介

エムエスアムリンアンダーライティングリミテッド 出向 部長 商品本部 新種保険部 課長（上席）（責任保険チーム長）

田中 憲洋

中国現地法人 出向 部長

中国現地法人 出向 課長（上席）

秋吉 政行

北京事務所長（部長）

中国現地法人 出向 部長［北京支店］

篠原 康人

エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパエージー 出向 エムエスアイジーインシュアランスヨーロッパエージー 出向
部長［パリ駐在］
課長（上席）［パリ駐在］

高瀬 勇

経営企画部長

四国本部 愛媛支店長

辻 万博

経営企画部 部長

北海道本部 北海道中央支店長

宮地 正

経営企画部 部長（秘書担当） 兼 （秘書室長）

経営企画部 部長（秘書室）

三宅 光輝

経営企画部 部長 兼 （秘書室）

総務部 部長 兼 （危機管理チーム長 兼 特別調査チー
ム長）

藤井 靖裕

経営企画部 部長（業務企画担当）

経営企画部 部長 兼 （業務企画チーム長）

萬代 貴也

経営企画部 部長 兼 （業務企画チーム長）

国際事業部 課長（上席）（欧米チーム長）

河﨑 邦文

経営企画部 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（本社第一チーム） 兼 内部監査部
部長（本社部門チーム）

酒井 伸二

デジタル戦略部 部長（企画担当） 兼 （企画チーム長）

広報部 課長（上席）（広報チーム長）

松本 陽一

ビジネスイノベーション部 上席部長

ビジネスイノベーション部 部長（モビリティ担当） 兼 営業
推進部 部長

秋津 修祐

ビジネスイノベーション部 部長

三井ダイレクト損害保険（株） 出向 部長

岡田 照志

企業品質管理部 部長（お客さまの声担当）

関西本部 関西損害サポート第一部 部長

樋口 敬俊

企業品質管理部 部長 兼 （お客さまの声担当チーム長） 商品本部 火災傷害保険部 課長（上席）（企業火災保険
チーム長）

酒井 一幸

企業品質管理部 部長 兼 （企画チーム）

三井ダイレクト損害保険（株） 出向 部長

神庭 慎司

企業品質管理部 部長 兼 （企画チーム）

千葉埼玉本部 千葉損害サポート部長

浜島 泰道

人事部 部長（能力開発担当）

中部本部 三重支店長

内田 正紀

人事部 部長

人事部 課長（上席）（人事チーム長）

林 亮一

人事部 部長 兼 健康管理センター長

人事部 健康管理センター 課長 兼 人事部 課長（社員
相談担当 兼 人権啓発担当）

下倉 由美子

総務部 部長 兼 （危機管理チーム長 兼 特別調査チー 名古屋企業本部 課長（上席）（企画・営推チーム長）
ム長）

松尾 典幸

経理部 部長（連結・海外担当） 兼 （国際経理チーム長） 経理部 課長（総合収支チーム長）

垣口 友二

広報部 部長 兼 （広報チーム長）

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 総合企画部 課長（上席）

五石 陽司

コンプライアンス部長

千葉埼玉本部 埼玉西支店長

岡﨑 博

コンプライアンス部 部長（中部担当）［名古屋駐在］ 兼
関西業務部 課長（上席）（営業支援チーム長）
（中部コンプライアンスチーム長） 兼 データマネジメント部
部長（企画チーム）

手島 唯

コンプライアンス部 部長（営業モニタリングチーム）

自動車営業推進本部 自動車営業推進部 部長

池内 利光

コンプライアンス部 部長（営業モニタリングチーム）

内部監査部 部長（営業部門チーム）

近藤 一博

コンプライアンス部 部長（調査室） 兼 国際管理部 部長 コンプライアンス部 課長（上席）（調査室） 兼 国際管理
部 課長（上席）

小川 寛

内部監査部 部長（営業部門チーム）

九州本部 佐賀支店長

村田 宏志

内部監査部 部長（営業部門チーム）

東京本部 東京南支店 法人営業第一課長（上席）

柳川 昭人

内部監査部 部長（損サ部門チーム）

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第一部長

藤井 則行

保険計理人 兼 リスク管理部 上席部長

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 リスク管理部 部長 兼 （モデル開発計測チーム長）
兼 リスク管理部 部長 兼 副保険計理人

浜野 雅章

アジア生保部 部長

フィリピン現地法人 出向 部長

髙橋 昌幸

金融サービス本部 部長

ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株） 出向 社長 部長

吉田 浩二

金融サービス本部 財務企画部 部長

金融サービス本部 投資部 三井住友ＤＳアセットマネジメ
ント（株） 出向 部長

須井 大地

金融サービス本部 財務企画部 部長（株式投資担当）

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 リスク管理部 部長 兼 運用リスク管理室 部長 兼
リスク管理部 部長 兼 （審査室長）

雨宮 貴之

金融サービス本部 財務企画部 部長［ウォーレン駐在］
エムエスマリンマネジメントユーエスエー 出向 部長 兼
兼 投資部 部長 兼 エムエスマリンマネジメントユーエス 金融サービス本部 財務企画部 部長 兼 投資部 部長
エー

投資部 部長

堀江 健一

金融サービス本部 個人金融サービス部長

金融サービス本部 金融事業部 部長 兼 （確定拠出年
金管理チーム長）

矢部 誠

金融サービス本部 個人金融サービス部 部長

金融サービス本部 金融ソリューション部 部長（個人金融
サービス担当）

今戸 唯人

商品・サービス本部 自動車保険部長

商品本部 自動車保険部 部長 兼 （企画開発チーム長）

東出 純

商品・サービス本部 火災傷害保険部長

経営企画部 部長（業務企画担当）

杉本 勝

商品・サービス本部 火災傷害保険部 部長 兼 （企画収 商品本部 商品企画部 課長（上席）（収益管理チーム長） 副保険計理人
益チーム長） 兼 リスク管理部 部長 兼 副保険計理人 兼 リスク管理部 課長（上席） 兼 副保険計理人

大友 貴人

商品・サービス本部 火災傷害保険部 部長 兼 （個人火 商品本部 火災傷害保険部 課長（上席）（個人火災保険
災保険チーム長）
チーム長）

宮岡 拓洋

営業企画部長

寺川 和宏

北陸本部 富山支店長

営業企画部 部長 兼 （営業企画チーム長 兼 金融サー 営業企画部 課長（上席）（営業企画チーム長 兼 金融
ビス事業推進チーム長） 兼 人事部 部長（働き方改革推 サービス事業推進チーム長） 兼 人事部 課長（上席）（働
進チーム）
き方改革推進チーム）

吉屋 智樹

営業推進部 部長 兼 （法人マーケット推進チーム長）

飯島 康介

営業推進部 課長（上席）（法人マーケット推進チーム長）

営業推進部 部長（マリン・グローバルプロモーター）

ボゴタ事務所 部長 兼 リマ事務所長 兼 ブエノスアイレ
ス事務所長

井上 光宏

営業推進部 部長（プロモーター）

北海道本部 北海道支店 苫小牧支社長（上席）

藤井 宏治

営業推進部 部長（金融機関プロモーター）

関西本部 神戸支店 神戸法人営業課長（上席）

西村 譲太

営業推進部 部長（プロモーター）

九州本部 北九州支店 北九州第一支社長（上席）

藤田 大輔

営業推進部 部長（金融機関プロモーター）

九州本部 宮崎支店 宮崎支社長（上席） 兼 宮崎支店
業務課長（上席）（営業アシストチーム統括担当）

緒方 靖浩

営業推進部 部長 兼 （プロチャネル推進チーム長）

営業推進部 課長（上席）（プロチャネル推進チーム長）

渡辺 太郎

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）

西山 尚宏

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（企業・東京・神 中国本部 山口支店長
奈川静岡ユニット）

卯津羅 通済

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（中部ユニット） 東北本部 仙台自動車営業部長

中村 悟

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（関西ユニット） 九州本部 沖縄支店長

橋本 孝彦

営業推進部 部長（代理店経営サポート室）（九州ユニット） 東北本部 エムエス南東北（株） 出向 部長

渡邉 晋介

コンタクトセンター企画部 部長 兼 （自動車チーム長）

髙嶋 啓造

コンタクトセンター企画部 課長（上席）（自動車チーム長）

コンタクトセンター企画部 部長 兼 企業品質管理部 部 営業事務部 課長（傷害・新種チーム長）
長

酒井 貴子

国際企画部 部長 兼 （企画チーム長）

国際企画部 課長（上席）（企画チーム長）

井沢 将晃

国際企画部 部長 兼 （企画チーム）

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

国際企画部 部長

国際事業部 部長 兼 （アジアチーム長） 兼 国際企画
部 部長

岡島 義昭

国際事業部 部長

ドバイ事務所長 兼 アブダビ事務所長 兼 エムエスアイ
カンパニー（ヨーロッパ） 部長

村井 岳

国際事業部 部長 兼 （アジアチーム長）

エムエスファーストキャピタル 出向 部長

足立 哲也

国際事業部 部長 兼 （東アジア・インドチーム長）

国際事業部 課長（上席）（東アジア・インドチーム）

矢持 健一郎

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（技術支援
担当） 兼 （技術支援チーム長）

神奈川静岡本部 静岡損害サポート部長

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（システム担 損害サポート本部 損害サポート業務部 課長（上席）（事
当） 兼 （事務プロセスチーム 兼 ＩＣＴチーム）
務プロセスチーム） 兼 損害サポート業務部 課長（上席）

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長 兼 商品・ 商品本部 自動車保険部 部長 兼 （企画開発チーム）
サービス本部 自動車保険部 部長 兼 （企画開発チー
ム）

小鷹 英一郎

米澤 智子

商品・サービス本部 自動車 大坪 城治
保険部 部長 兼 （企画開
発チーム）

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長 兼 （技術 九州本部 九州損害サポート第一部長
支援チーム）

加藤 秀彦

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長（自然災害
担当）

大川 貴広

損害サポート本部 火災新種損害サポート部長

損害サポート本部 損害サポート業務部 部長［大阪駐在］ 関西本部 兵庫損害サポート部長
兼 関西本部 部長 兼 関西企業本部 部長

和田 早代子

損害サポート本部 火災新種損害サポート部長

雪谷 尚史

九州本部 九州火災新種損害サポート部長

損害サポート本部 グローバル損害サポート部 部長（企画 損害サポート本部 海損部長
担当）

児玉 肇

損害サポート本部 傷害疾病損害サポート部長

損害サポート本部 傷害疾病損害サポート部 部長

川部 裕介

損害サポート本部 傷害疾病損害サポート部 部長

損害サポート本部 傷害疾病損害サポート部 傷害疾病第
一保険金お支払センター所長

加藤 嘉子

ＩＴ推進部 部長（企画担当 兼 プロジェクト推進担当）

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

小関 正信

営業事務部 部長

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

小林 徳和

総務部 部長（地球環境・社会貢献室長）

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 サステナビリティ推進室 課長（上席）
兼 総務部 課長（上席）（地球環境・社会貢献室）

沖 宏治

データマネジメント部 部長（サイバーチーム長）

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 データマネジメント部 課長（上席）（サイバーチーム
長） 兼 データマネジメント部 課長（上席）（サイバーチー
ム長）

上村 征広

経営企画部 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 広報・ＩＲ部 課長（上席） 兼 経営企画部 課長（上
席）

樋口 修平

経営企画部 部長（経営企画チーム）

金融サービス本部 財務企画部 部長（株式投資担当）

杉浦 公健

コンプライアンス部 部長（企画チーム長）

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

受川 忠広

コンプライアンス部 部長（代理店業務企画チーム長）

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 コンプライアンス部 課長（上席）（募集管理チーム）
兼 コンプライアンス部 課長（上席）（代理店業務企画チー
ム長）

高橋 健二

内部監査部 部長（審査担当） 兼 （企画・審査室長）

商品本部 火災傷害保険部 部長 兼 （企画収益チーム
長）

岩崎 太朗

内部監査部 部長（企画・審査室）

金融サービス本部 金融事業部長

蜂谷 太郎

内部監査部 部長（企画・審査室）

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 監査役室長

産本 泰志

内部監査部 部長（海外部門チーム）

経営企画部 課長（上席）（業務企画チーム）

佐藤 寛己

内部監査部 部長（海外部門チーム）

東京企業第二本部 企業営業第二部 物産営業第一室長
（上席）

竹内 聖

内部監査部 部長（海外部門チーム）

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 課長（上席）（海外チーム） 兼 内部監査部
課長（上席）（海外部門チーム）

本多 拓

内部監査部 部長（海外部門チーム）

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

福地 美昭

国際管理部長

経営企画部 部長（秘書担当） 兼 （秘書室長）

塩崎 一馬

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

上原 雅司

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株） 出向 部長

首都圏業務部長

鈴木 幾子

ＭＳＫ安心ステーション（株） 出向 部長

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
当） 兼 企業品質管理部 部長

西川 清一

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株） 出向 部長

関西本部 エムエス関西（株） 出向 部長

遠山 耕一

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株） 出向 部長

金融公務営業推進本部 金融法人第三部 部長（生保提
携推進担当）

北井 敏行

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株） 出向 部長

北海道本部 社外出向 部長

篠 憲治

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 出向 部長

ＩＴ推進部 部長（企画担当 兼 プロジェクト推進担当）

中村 尚史

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）

田中 和彦

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（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（企画・審査チーム） 兼 内部監査部
部長（審査担当） 兼 （企画・審査室長）

岸 拓弥

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）

佐々木 裕之

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）

坂本 信寛

ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス（株） 出向 部長

三井ダイレクト損害保険（株） 出向 部長

内藤 好文

ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス（株） 出向 部長［大阪］

三井住友海上あいおい生命保険（株） 出向 埼玉・千葉地
区 企画・営業推進部長 兼 埼玉営業部 埼玉業務・営
推グループ長 兼 千葉営業部 千葉業務・営推グループ
長

松井 昌彦

三井住友海上キャピタル（株） 出向 部長

三井住友海上キャピタル（株） 出向 課長（上席）

中村 勝亮

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

東北本部 秋田支店長

村橋 弘人

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

東北本部 福島自動車営業部長

松橋 誠

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 課長（上席）［名古
屋］

篠宮 直人

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

営業推進部 課長（上席）（代理店経営サポート室）（企画・
教育ユニット）

佐々木 健

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

関東甲信越本部 関東甲信越損害サポート第二部長

佐藤 久紀

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

中部本部 愛知東支店長

寺本 忠司

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス（株） 出向 部長

岡本 勝臣

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

企業品質管理部 部長 兼 （お客さまの声担当チーム長）

森田 雅之

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株） 出向 部長

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株） 出向 課長（上席）

土井 剛

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株） 出向 部長

金融公務営業推進本部 部長（企画開発担当）

源田 浩

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長

関東甲信越本部 長野自動車営業部長

阪口 忠司

ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス（株） 出向 部長

明台産物保険公司 出向 部長

堀川 真一

社外出向 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（海外チーム） 兼 内部監査部 部長
（海外部門チーム）

橋本 城里雄

社外出向 部長

アジア生保部 部長

駒板 正勝

社外出向 部長

インターリスク・アジア社 出向 部長

植木 辰二

社外出向 部長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

岡﨑 和男

社外出向 部長

ブローカー部 部長

今道 豊

社外出向 部長

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長 兼 営業企画部 部
長

木村 達朗

社外出向 部長

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長［福岡］

高野 博英

社外出向 部長

営業推進部 部長（プロモーター）

岡野 義和

社外出向 部長

関西本部 部長（直資代理店統括・支援担当）

井原 泰洋

社外出向 部長

ＭＳＫ保険センター（株） 出向 部長

佐竹 基

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

上田 庄平

社外出向 部長

社外出向 部長

古賀 邦彦

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株） 出向 部長

児玉 隆一郎

社外出向 部長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

橋元 好次郎

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

黒川 洋一

社外出向 部長

内部監査部 部長（営業部門チーム）

岸 大輔

社外出向 部長

千葉埼玉本部 エムエス千葉埼玉（株） 出向 部長

安藤 将之

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス（株） 出向 部長

河野 伸明

社外出向 部長

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株） 出向 部長

竹村 孝治

社外出向 部長

営業推進部 部長（プロモーター）

龍興 政幸

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）

能塚 俊治

以上

