
２０２２年３月２日

１．理事
（１）異動（２０２２年４月１日付）

新　　職 旧　　職 氏　　名
ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス(株)　専務取締役 理事　損害サポート本部　グローバル損害サポート

部長
清田　展弘

ビジネスデザイン部　開発顧問　社外出向 理事　関西本部　京都支店長 桑田　周一

企業営業推進部　開発顧問 理事　東京企業第二本部　船舶営業部長 有井　章

他社役員就任予定 理事　北海道本部　札幌支店長 角　洋治

公務第一部　開発顧問
（他社役員　６月就任予定）

理事　北陸本部長 米　宏典

自動車営業推進部　開発顧問（西日本エリア　支援
担当）【大阪駐在】

理事　関西自動車本部　大阪自動車営業第一部長 香川　誠

公益財団法人　三井住友海上福祉財団　事務局長
（専務理事　６月就任予定）

理事　名古屋企業本部　名古屋自動車営業第二部
長

友竹　明彦

公益財団法人　三井住友海上文化財団　事務局長
（専務理事　６月就任予定）

理事　名古屋企業本部　名古屋自動車営業第一部
長

濱野　誠

ＭＳＫ保険センター(株)　　常務取締役 理事　関西企業本部　関西企業営業第二部長 千田　秀一

理事　ＭＳ＆ＡＤシステムズ(株)　取締役　副社長執
行役員

理事　ＩＴ推進部長 山崎　純

理事　関西企業営業第一部長 理事　仙台支店長 森永　卓

理事・部長職等の異動について



（２）新任（２０２２年４月１日付）
新　　職 旧　　職 氏　　名

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

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

塩崎　一馬

理事　神奈川支店長 神奈川静岡本部　神奈川支店長 山本　健二郎

理事　内部監査部長 兼 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス(株) 監査部

内部監査部長 兼 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス　グ
ループホールディングス(株)監査部

根本　能広

理事　総合営業第一部長 東京企業第一本部　総合営業第一部長 加藤　俊晴

理事　マレーシア現地法人　出向 マレーシア現地法人　出向　部長 澤村　剛朗

理事　北海道支店長 東北本部　福島支店長 大島　勝利

理事　団体マーケット部長 関西企業本部　関西企業営業第一部長 三原　成鉄

理事　東京自動車営業第一部長 自動車営業推進本部 東京自動車営業第一部長 前田　明伸

理事　名古屋自動車営業第一部長 神奈川静岡本部　神奈川自動車営業部長 西村　秀喜

理事　東京自動車営業第二部長 自動車営業推進本部 東京自動車営業第二部長 北川　幸司

理事　福岡支店長 九州本部　福岡支店長 菅井　直人

理事　千葉自動車営業部長 千葉埼玉本部　千葉自動車営業部長 近藤　圭

理事　グローバル損害サポート部長 関西企業本部 関西火災新種損害サポート部長 嶋田　岳史



２．部長
（１）異動（２０２２年４月１日付）

新　　職 旧　　職 氏　　名
監査役室長 監査役室　部長 高橋　京子

北海道東支店長 三井住友海上あいおい生命保険（株）　出向　東京
営業部長

古舘　篤

北海道損害サポート部長 関西本部　関西損害サポート第一部　大阪第一保
険金お支払センター所長（上席）

松村　英樹

北海道損害サポート部　部長 千葉埼玉本部　埼玉損害サポート部　埼玉自動車
第一保険金お支払センター所長（上席）

佐々木　雄士

仙台支店長 関西本部　堺支店長 近藤　晃弘

岩手支店長 関東甲信越本部　ＭＳ関東甲信越（株）　出向　部
長

入谷　剛司

山形支店長 東京本部　東京北支店　部長（支店長補佐） 神保　綾

福島支店長 四国本部　高知支店長 松井　洋介

東北損害サポート部　部長 損害サポート本部　東京自動車損害サポート部　第
二保険金お支払センター所長（上席）

張　永一

群馬支店長 東北本部　岩手支店長 杉山　雅和

新潟支店　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 浅沼　直記

長野支店長 人事部　部長　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ
ループホールディングス（株）　人事・総務部

林　亮一

関東甲信越損害サポート第一部長 千葉埼玉本部　千葉損害サポート部長 鈴木　敬三

千葉支店長 東京企業第一本部　総合営業第二部長 井上　賢一



新　　職 旧　　職 氏　　名
千葉支店　部長（開発担当） 千葉埼玉本部　部長 岩野　敏之

千葉支店　部長　兼　千葉第一支社長 千葉埼玉本部　千葉支店　千葉支社長（上席） 香川　博司

千葉自動車営業部　社外出向　部長 関西自動車本部　京都自動車営業部長 川延　英明

千葉埼玉損害サポート部　部長 名古屋企業本部　名古屋損害サポート部　第一保
険金お支払センター所長（上席）（トヨタ統括）

佐藤　芳正

東京東支店　部長 東京本部　東京南支店　課長（上席）　兼　東京本
部　課長（上席）

藤田　健司

団体マーケット部　部長　兼　（企画チーム長） 東京企業第二本部　部長 針尾　靖彦

団体マーケット部　部長［大阪駐在］　兼　（関西職
域団体チーム長）

関西本部　部長（企画・営業推進担当） 朝山　健

団体マーケット部　部長 三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長　兼　ＭＳ
＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
（株）　監査部

山口　卓也

団体マーケット部　部長　兼　（会員団体チーム長） 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）

小谷野　修一

団体マーケット部　部長　兼　（企画チーム） 金融公務営業推進本部　部長 羽角　有希子

総合営業第二部長 四国本部　徳島支店長 東　壮一

総合営業第四部長 神奈川静岡本部　部長（企画・営業推進担当） 田中　正人

企業営業第一部長 九州本部　鹿児島支店長 土橋　久満

企業営業第一部　部長　兼　第四課長 東京企業第二本部　企業営業第一部　第四課長
（上席）

本谷　祐介



新　　職 旧　　職 氏　　名
企業営業第三部長 ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　部長 中村　一樹

企業営業第三部　部長　兼　第一課長 東京企業第二本部　企業営業第三部　第一課長
（上席）

戸邊　宏二

企業営業第四部　社外出向　部長 神奈川静岡本部　ＭＳ神奈川静岡（株）　出向　部
長

遠入　勇

船舶営業部長 東京企業第二本部　船舶営業部　第四課長（上席） 北島　英二

金融法人第一部長 営業推進部　部長（企画担当）　兼　人事部　部長
（働き方改革推進チーム）

小寺　英範

金融法人第二部長 九州本部　熊本支店長 宮脇　英寿

金融法人第三部　部長（生保提携推進担当） 中部本部　三重支店　四日市第一支社長（上席） 米川　敏和

金融法人第三部　部長（生保提携推進担当）［大阪
駐在］

関西本部　部長（生保提携推進担当） 只友　景敏

金融法人第三部　社外出向　部長 東京企業第二本部　企業営業第一部　第二課長
（上席）

原田　成司

公務第二部長 金融公務営業推進本部　部長（企画・営業推進担
当）

牛島　大介

広域法人部　社外出向　部長 北海道本部　札幌支店　札幌第一支社長（上席） 金内　孝知

広域法人部　社外出向　部長 社外出向　部長 新免　庸男

公務開発部長 商品・サービス本部　自動車保険部　部長　兼　（企
画開発チーム長）

須田　明央

公務開発部　部長　兼　営業企画部　部長（地域担
当）　兼　（部支店経営サポートチーム）

金融公務営業推進本部　部長（企画開発担当） 石井　昇



新　　職 旧　　職 氏　　名
自動車営業推進部　部長 関東甲信越本部　栃木自動車営業部長 川端　信一郎

自動車営業推進部　部長 東京本部　東京東支店　東京東第一支社長（上席） 飯田　浩一

自動車営業推進部　部長 九州本部　福岡自動車営業部長 多根　篤

自動車営業推進部　部長 社外出向　部長［メキシコ駐在]　兼　ＭＳＩＧ　Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ（Ｕ．Ｓ．Ａ）

坪井　忍夫

自動車営業推進部　部長［大阪駐在］ 中国本部　広島自動車営業部長 秋山　博司

東京自動車営業第一部　社外出向　部長 自動車営業推進本部　東京自動車営業第一部　第
一課長（上席）　兼　東京自動車営業第一部　課長
（上席）（営業アシストチーム統括担当）

岡﨑　健太

神奈川自動車営業部長 関西自動車本部　部長（企画・営業推進担当） 山口　眞太郎

静岡支店長 中部本部　部長（企画・営業推進担当） 谷口　健一

浜松支店長 四国本部　部長（企画・営業推進担当）　兼　業務グ
ループ長

西　将司

静岡自動車営業部長 中国本部　山口自動車営業部長 乗田　康法

神奈川静岡損害サポート部長 九州本部　九州損害サポート第二部長 高杉　健

神奈川静岡損害サポート部　部長 神奈川静岡本部　神奈川静岡損害サポート部　静
岡第一保険金お支払センター所長（上席）

十倉　秀樹

金沢支店　部長（支店長補佐） 北陸本部　業務グループ長 井深　亜希

福井支店長 九州本部　ＭＳ九州（株）　出向　部長 澤田　悟恵



新　　職 旧　　職 氏　　名
北陸損害サポート部長 中部本部　中部損害サポート部　部長（部長補佐） 加藤　菜美

中部損害サポート部　部長 東北本部　東北損害サポート部　部長 佐野　修一

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

田中　清友

名古屋企業営業第一部　部長（職域推進担当）　兼
団体マーケット部　部長

関西企業本部　関西企業営業第三部　第一課長
（上席）

長神　寛之

名古屋企業営業第一部　部長　兼　トヨタ室長 フィリピン現地法人　出向　課長（上席） 井上　勇気

名古屋自動車営業第二部長 自動車営業推進本部　自動車営業推進部　部長
兼　（企画チーム長）　兼　人事部　部長（働き方改
革推進チーム）

引原　慶三

名古屋損害サポート部　部長 関西企業本部　関西企業自動車損害サポート部
第一保険金お支払センター所長（上席）

佐伯　洋

中部火災新種損害サポート部長 損害サポート本部　火災新種損害サポート部　部長 伊藤　陽介

中部総務部長 九州本部　大分支店長 安並　明洋

堺支店長 東北本部　山形支店長 高田　恭伸

奈良支店長 関西企業本部　部長（企画・営業推進担当） 矢島　紀生

京都支店長 関東甲信越本部　長野支店長 大江　裕之

兵庫支店　部長（開発担当） 東京本部　東京北支店　金融法人営業課長（上席） 田原　將一

関西企業営業第二部長 神奈川静岡本部　浜松支店長 東口　嘉仁



新　　職 旧　　職 氏　　名
関西企業営業第三部　部長（大阪・関西プロジェクト
推進担当）　兼　公務開発部　部長

関西企業本部　部長（大阪・関西プロジェクト推進担
当）

池　泰秀

関西企業営業第三部　部長（大阪・関西プロジェクト
推進担当）

四国本部　高松支店長 大矢　邦雄

関西企業営業第三部　部長（大阪・関西プロジェクト
推進担当）

九州本部　福岡支店　大牟田支社長（上席） 土屋　毅雄

関西火災新種損害サポート部長 北海道本部　北海道損害サポート部　部長 広瀬　正容

大阪自動車営業第一部長 中国本部　岡山自動車営業部長 鈴木　秀明

大阪自動車営業第二部　社外出向　部長 関西自動車本部　大阪自動車営業第二部　第三課
長（上席）

古田　誠司

京都自動車営業部長 関西企業本部　部長（大阪・関西プロジェクト推進担
当）

土屋　一浩

広島自動車営業部長 名古屋企業本部　名古屋自動車営業第二部　第一
課長（上席）

金崎　豊樹

広島自動車営業部　社外出向　部長 名古屋企業本部　名古屋企業営業第一部　部長（ト
ヨタ販売店支援担当）　兼　自動車営業推進本部
自動車営業推進部　部長

下玉利　知明

岡山支店長 北陸本部　部長（企画・営業推進担当） 渡辺　一奈

岡山自動車営業部長 関西本部　和歌山支店　自動車営業課長（上席） 戸塚　英邦

山陰支店長 九州本部　部長（企画・営業推進担当） 西山　喜和

山口自動車営業部長 関西本部　大阪南支店　大阪南第一支社長（上席） 木野村　明彦

中国損害サポート部　部長 中国本部　部長（企画・営業推進担当）　兼　中国
損害サポート部　部長

沖　典士



新　　職 旧　　職 氏　　名
四国東支店長 中国本部　山陰支店長 中村　哲也

四国東支店　部長（自動車営業担当）　兼　四国西
支店　部長（自動車営業担当）

中部本部　岐阜自動車営業部　第一課長（上席）
兼　岐阜自動車営業部　課長（上席）（営業アシスト
チーム統括担当）

曽我部　信幸

四国西支店　社外出向　部長 関東甲信越本部　茨城自動車営業部　土浦自動車
営業課長（上席）

杉本　康一郎

福岡自動車営業部長 関東甲信越本部　新潟自動車営業部長 高田　剛志

熊本支店長 関東甲信越本部　部長（企画・営業推進担当） 中村　和正

大分支店長 九州本部　福岡支店　部長 熊野　秀樹

宮崎支店長 中部本部　愛知東支店　部長（支店長補佐）　兼
中部本部　部長

赤羽　千恵美

鹿児島支店長 三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長　兼　ＭＳ
＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
（株）　リスク管理部　兼　コンプライアンス部　兼
データマネジメント部（企画チーム）

神戸　雅規

九州損害サポート第二部長 名古屋企業本部　名古屋損害サポート部　部長（部
長補佐）　兼　名古屋企業本部　部長

藤崎　真樹

韓国支店長 ＭＳＩＧ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＡＧ　出向　部長［パ
リ駐在］

高瀬　勇

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　総合営業第三部　第二課長
（上席）

駒米　智幸

ＭＳＩ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｅｕｒｏｐｅ）　出向　部長［ヨハネス
ブルグ駐在]

営業推進部　部長（マリン・グローバルプロモー
ター）

大坂　建央

ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　部長
（企画担当）［ウォーレン駐在］　兼　国際事業部　部
長

国際管理部　部長　兼　（コンプライアンスチーム）
兼　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　部長（コンプライアンス
チーム長）　兼　コンプライアンス部　部長　兼　デー
タマネジメント部　部長（企画チーム）

大町　透

ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　部長
［ダラス駐在　兼　アトランタ駐在］

ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　課長
（上席）［ダラス駐在　兼　アトランタ駐在］

亀崎　一郎



新　　職 旧　　職 氏　　名
ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　部長 中国本部　ＭＳ中国（株）　出向　部長 神谷　憲昌

社外出向　部長［メキシコ駐在]　兼　ＭＳＩＧ　Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ（Ｕ．Ｓ．Ａ）

関西企業本部　関西企業営業第四部　第五課長
（上席）

小川　匠

ＭＳ　Ａｍｌｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　出
向　部長　兼　経理部　部長

ＭＳ　Ａｍｌｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　出
向　課長（上席）　兼　経理部　課長（上席）

中山　振一郎

ＭＳ　Ａｍｌｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　出
向　部長

国際企画部　部長　兼　（企画チーム長） 井沢　将晃

ＭＳ　Ａｍｌｉｎ　ＡＧ　出向　部長 ＭＳ　Ａｍｌｉｎ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　ＳＥ　出向　部長［ブ
リュッセル駐在］

江間　圭介

中国現地法人　出向　部長［広東支店］ 中国現地法人　出向　課長（上席）［広東支店］ 西川　真吾

明台産物保険公司　出向　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）

松延　洋介

チョラＭＳ（インド）　出向　部長 国際事業部　部長　兼　（東アジア・インドチーム） 武田　直樹

経営企画部　部長［ニューヨーク駐在］　兼　（グロー
バル事業開発チーム）

ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＵＳＡ　出向　部長
（企画担当）［ウォーレン駐在］　兼　国際事業部　部
長

須藤　達哉

経営企画部　部長　兼　（業務企画チーム）　兼　Ｍ
Ｓ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
（株）　総合企画部

経営企画部　課長（上席）（業務企画チーム）　兼
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディング
ス（株）　総合企画部

澤田　大樹

経営企画部　部長　兼　（経営企画チーム長）　兼
人事部　部長（働き方改革推進チーム）

経営企画部　課長（上席）（経営企画チーム長）　兼
人事部　課長（上席）（働き方改革推進チーム）

田中　成知

経営企画部　部長　兼　（グローバル事業開発チー
ム）

金融サービス本部　金融ソリューション部　上席部長
兼　財務企画部　上席部長

首藤　清孝

経営企画部　部長　兼　（業務企画チーム　兼　グ
ローバル事業開発チーム）

金融公務営業推進本部　公務第二部長 福田　和弘

経営企画部　部長　兼　（業務企画チーム） 経営企画部　課長（上席）（業務企画チーム） 木村　芳文



新　　職 旧　　職 氏　　名
経営企画部　部長　兼　（秘書室） 経営企画部　課長（秘書室） 吉田　久美子

ビジネスイノベーション部　部長 ビジネスイノベーション部　課長（上席）（モビリティ
チーム）

川上　将人

ビジネスイノベーション部　部長 デジタル戦略部　部長　兼　（ＤＸチーム）　兼　ビジ
ネスイノベーション部　部長

加藤　大輔

ビジネスイノベーション部　部長 東北本部　課長（上席）　兼　ビジネスイノベーション
部　課長（上席）（会津プロジェクト）

大塚　栄一

企業品質管理部　部長　兼　（品質管理チーム） 損害サポート本部　損害サポート業務部　社外出向
部長

野口　治朗

人事部　部長　兼　（人事チーム長）　兼　ＭＳ＆ＡＤ
インシュアランスグループホールディングス（株）　人
事・総務部

人事部　副部長　兼　（人事チーム長）　兼　ＭＳ＆
ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）
人事・総務部

越智　貴之

人事部　部長　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ
ループホールディングス（株）　人事・総務部

営業企画部　課長（上席）（営業支援チーム長） 内山　大樹

人事部　部長　兼　（企画チーム長）　兼　ＭＳ＆ＡＤ
インシュアランスグループホールディングス（株）　人
事・総務部

営業事務部　課長（上席）（自動車・共通チーム長） 山本　研嗣

人事部　部長（能力開発担当）　兼　人事部　部長
（部長補佐）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー
プホールディングス（株）　人事・総務部

人事部　副部長　兼　（能力開発チーム長） 丸山　紀子

総務部長　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス（株）　人事・総務部（総務担当）

コンタクトセンター企画部長 中園　茂樹

経理部　部長　兼　（資産運用事務チーム） ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株）　出向　部長 山岸　美佐枝

広報部　部長（報道担当） 関西本部　奈良支店長 田澤　邦夫

コンプライアンス部　部長（地域コンプライアンス推
進担当）　兼　（営業モニタリングチーム　兼　企画
チーム）

北海道本部　ＭＳ北海道（株）　出向　部長［函館駐
在］

吉田　稔則

コンプライアンス部　部長（地域コンプライアンス推
進担当）　兼　（営業モニタリングチーム　兼　企画
チーム）

コンプライアンス部　課長（上席）（地域コンプライア
ンス推進担当）　（兼　関東第二コンプライアンス
チーム　兼　営業モニタリングチーム）　兼　総務部
課長（上席）（特別調査チーム）　データマネジメント
部　課長（上席）（企画チーム）

佐野　靖之



新　　職 旧　　職 氏　　名
コンプライアンス部　部長（損サモニタリングチーム） 損害サポート本部　東京自動車損害サポート部　部

長
神田　武男

コンプライアンス部　部長（調査室） 損害サポート本部　首都圏損害サポート部長 坂本　祐一

内部監査部　部長　兼　（営業部門チーム） 東京企業第一本部　総合営業第三部　情報通信事
業室　課長

渡辺　裕子

内部監査部　部長（営業部門チーム） 北海道本部　部長（企画・営業推進担当） 野村　剛

内部監査部　部長（営業部門チーム） 関西本部　社外出向　部長 杉本　博之

内部監査部　部長（営業部門チーム） コンプライアンス部　部長（地域コンプライアンス推
進担当）　兼　（営業モニタリングチーム）

永冨　圭一

内部監査部　部長（損サ部門チーム） 三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長 徳永　憲章

内部監査部　部長（損サ部門チーム） 内部監査部　課長（上席）（損サ部門チーム） 小林　健

内部監査部　部長（損サ部門チーム） 中部総務部長 松沢　俊幸

リスク管理部　部長　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス（株）　リスク管理部　兼
（海外リスク管理チーム）

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　リスク管理部　部長　兼　（海外リスク
管理チーム長）　兼　リスク管理部　部長

杉山　喜重

国際管理部　部長［ウォーレン駐在］　兼　（コンプラ
イアンスチーム）　兼　ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　ＵＳＡ　兼　リスク管理部　部長

人事部　部長　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ
ループホールディングス（株）　人事・総務部

山下　博司

国際管理部　部長　兼　（コンプライアンスチーム）
兼　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　部長（コンプライアンス
チーム長）　兼　コンプライアンス部　部長　兼　デー
タマネジメント部　部長（企画チーム）

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　国際管理部　課長（上席）（ガバナン
スチーム長）　兼　国際管理部　課長（上席）（ガバ
ナンスチーム）

佐野　秀樹

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 佐本　義彦

金融サービス本部　財務企画部　社外出向　部長 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）

松尾　邦明



新　　職 旧　　職 氏　　名
金融サービス本部　金融ソリューション部長 東京企業第一本部　部長（企画・営業推進担当） 宇都宮　重忠

金融サービス本部　投資部　ＭＳＲ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓ，　ＬＬＣ　出向　部長　兼　投資部　部長　兼
財務企画部　部長　兼　ＭＳ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　ＵＳＡ

金融サービス本部　投資部　課長（上席）（企画チー
ム長）　兼　財務企画部　課長（上席）

菊川　格

金融サービス本部　個人金融サービス部　部長　兼
ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株）

ＭＳ＆ＡＤローンサービス（株）　出向　社長　部長 古舘　弘臣

商品・サービス本部　商品・サービス企画部長 ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長　兼　ＩＴ推進
部　部長

川津　英樹

商品・サービス本部　新種保険部　部長　兼　（企画
収益チーム長）

商品・サービス本部　新種保険部　課長（上席）（保
証信用保険チーム長）

岡田　高明

商品・サービス本部　火災傷害保険部　部長　兼
（個人火災保険チーム長）

商品・サービス本部　火災傷害保険部　課長（上席）
（企業火災保険チーム長）

田中　健三朗

商品・サービス本部　火災傷害保険部　部長　兼
（傷害保険チーム長）

商品・サービス本部　火災傷害保険部　課長（上席）
（傷害保険チーム長）

山口　竜

商品・サービス本部　海上航空保険部長 商品・サービス本部　海上航空保険部　部長　兼
（企画収益チーム長）　兼　商品・サービス企画部
部長（海外引受支援チーム）

飯田　誠

再保険部　部長　兼　（プロパティリスク出再チーム
長）

再保険部　課長（上席）（業務チーム長） 石井　孝幸

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

東北本部　部長（企画・営業推進担当） 埓見　宏樹

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）　兼　自動車営業推進部　部長

神奈川静岡本部　静岡自動車営業部長 杉江　憲一郎

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

金融公務営業推進本部　金融法人第三部　社外出
向　部長

仲田　賢

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長 岸　拓弥

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

千葉埼玉本部　部長 土屋　隆弘



新　　職 旧　　職 氏　　名
営業企画部　部長（部支店経営サポート担当）　兼
（部支店経営サポートチーム長）

人事部　部長　兼　（企画チーム長）　兼　ＭＳ＆ＡＤ
インシュアランスグループホールディングス（株）　人
事・総務部

飯塚　正豪

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

東京企業第一本部　総合営業第四部　第一課長
（上席）

橘　洋祐

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

自動車営業推進本部　自動車法人営業部　第一課
長（上席）　兼　自動車法人営業部　課長（上席）
（営業アシストチーム統括担当）

喜多山　真吾

営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

東京本部　東京西支店長 丹治　純子

営業企画部　ＭＳ北海道（株）　出向　部長［函館駐
在］

北陸本部　福井支店　福井第二支社長（上席） 河内山　和之

営業企画部　ＭＳ北海道（株）　出向　部長 内部監査部　部長（営業部門チーム） 柳川　昭人

営業企画部　ＭＳ東北（株）　出向　部長［盛岡駐
在］

営業推進部　部長　兼　（モーターチャネル推進
チーム長）

村上　慎一

営業企画部　ＭＳ東北（株）　出向　部長 東京本部　東京北支店　新宿第一支社長（上席） 白髪　憲司

営業企画部　ＭＳ関東甲信越（株）　出向　部長［長
野駐在］

関東甲信越本部　山梨支店　富士吉田支社長（上
席）

大津　真司

営業企画部　ＭＳ関東甲信越（株）　出向　部長 中国本部　広島支店　法人営業第二課長（上席） 中山　弘

営業企画部　ＭＳ関東甲信越（株）　出向　部長 千葉埼玉本部　埼玉支店　部長（支店長補佐） 韮塚　紫

営業企画部　ＭＳ神奈川静岡（株）　出向　部長 関東甲信越本部　栃木支店　社外出向　部長 坂本　昌彦

営業企画部　ＭＳ神奈川静岡（株）　出向　部長 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

安藤　公

営業企画部　ＭＳ中部（株）　出向　部長 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



新　　職 旧　　職 氏　　名
営業企画部　ＭＳ関西（株）　出向　部長 金融公務営業推進本部　金融法人第一部　営業第

一課長（上席）
坂井　泰生

営業企画部　ＭＳ中国（株）　出向　部長［福山駐
在］

四国本部　高知支店　高知支社長（上席）　兼　高
知支店　業務課長（上席）（営業アシストチーム統括
担当）

西條　庸

営業企画部　ＭＳ中国（株）　出向　部長 神奈川静岡本部　浜松支店　浜松第一支社長（上
席）　兼　浜松支店課長（上席）（営業アシストチーム
統括担当）

阿部　哲也

営業企画部　ＭＳ九州（株）　出向　部長 九州本部　宮崎支店長 山田　契一

営業企画部　ＭＳ九州（株）　出向　部長 東京本部　部長 中林　正任

営業推進部　部長（地方創生推進担当）［大阪駐
在］　兼　（地域法人マーケットチーム）

関西本部　部長（地方創生推進担当　兼　大阪・関
西プロジェクト推進担当）

安岡　秀樹

営業推進部　部長（プロモーター）　兼　（地域法人
マーケットチーム）

千葉埼玉本部　部長 岸本　英樹

営業推進部　部長（金融機関プロモーター） 東京本部　部長 小泉　一郎

営業推進部　部長　兼　（地域法人マーケットチーム
長）

千葉埼玉本部　部長（企画・営業推進担当） 中野　洋介

営業推進部　部長（プロモーター）［大阪駐在］ 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）

舟橋　豊

営業推進部　部長　兼　（地域法人マーケットチー
ム）

東京企業第一本部　総合営業第五部　海上課長
（上席）

金　星哲

営業推進部　部長　兼　（地域法人マーケットチー
ム）（法人開発ユニット）

三井住友海上プライマリー生命保険（株）　出向　課
長（上席）

竹内　靖人

営業推進部　部長　兼　（金融営業推進チーム長）
兼　三井住友海上あいおい生命保険（株）　営業推
進部　金融法人企画グループ

営業推進部　課長（上席）（金融営業推進チーム
長）　兼　三井住友海上あいおい生命保険（株）　金
融法人推進部　企画グループ

大島　護

営業推進部　部長（代理店経営サポート室）（中部
ユニット）［名古屋駐在］

中国本部　ＭＳ中国（株）　出向　部長［福山駐在］ 岩瀬　力



新　　職 旧　　職 氏　　名
営業推進部　部長（代理店経営サポート室）（関西
ユニット）［大阪駐在］

東京本部　東京東支店長 玉井　修二

営業推進部　部長（代理店経営サポート室）（九州
ユニット）［福岡駐在］

神奈川静岡本部　静岡支店長 本園　英隆

企業営業推進部　部長（企業プロモーター）　兼
（営業推進チーム）

営業推進部　部長（企業プロモーター） 別府　洋

企業営業推進部　部長（企業プロモーター）　兼
（営業推進チーム）

営業推進部　部長（企業プロモーター） 草津　浩貴

企業営業推進部　部長　兼　（営業推進チーム）　兼
営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

オセアニア支店長　兼　ニュージーランド事務所長 今井　雅広

企業営業推進部　部長　兼　（企画チーム長） 北海道本部　北海道東支店長 宇佐　典浩

企業営業推進部　部長　兼　（営業推進チーム長） 東京企業第二本部　部長（企画・営業推進担当） 西村　卓郎

企業営業推進部　部長　兼　（営業推進チーム）　兼
営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

名古屋企業本部　部長（企画・営業推進担当） 鈴木　修一

企業営業推進部　部長　兼　（企画チーム） 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　コンプライアンス部　部長（募集管理
担当）　兼　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）

笠原　護

企業営業推進部　部長　兼　（営業推進チーム）　兼
営業企画部　部長（地域担当）　兼　（部支店経営サ
ポートチーム）

韓国支店長 海野　哲夫

企業営業推進部　部長（企業プロモーター）　兼
（営業推進チーム）

営業推進部　部長（企業ユニット担当） 松岡　豊

企業営業推進部　部長　兼　（営業事務プロセス
チーム長）

首都圏業務部　部長　兼　（業務チーム長） 阿部　聡美

コンタクトセンター企画部　部長［神戸駐在］ 金融サービス本部　財務企画部　部長 須井　大地

コンタクトセンター企画部　部長　兼　（企画チーム
長）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス（株）　総合企画部

コンタクトセンター企画部　課長（上席）（企画チーム
長）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス（株）　総合企画部

野村　昌史



新　　職 旧　　職 氏　　名
ブローカー部　部長 ブローカー部　営業課長（上席） 長野　泰治

国際企画部長 ＭＳＩＧ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＡＧ　出向　部長
兼　ＭＳＩＧ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ（Ｅｕｒｏｐｅ）　兼
国際事業部　部長

本橋　嘉雄

国際企画部　部長　兼　（企画チーム長） ＭＳＩＧ　Ａｓｉａ　出向　部長（企画担当）　兼　国際事
業部　部長

中川　清

国際事業部長 インドネシア現地法人　出向　部長 青木　勉

国際事業部　部長　兼　（アジアチーム長） 国際事業部　課長（上席）（アジアチーム） 島田　慎太郎

国際事業部　部長　兼　（欧米チーム長） ＭＳＩＧ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＡＧ　出向　課長（上
席）［ブリュッセル駐在］

鈴木　衆吾

国際事業部　部長［コロンボ駐在］ インド現地法人　出向　部長 岸　卓

損害サポート業務部　部長（自然災害担当） 名古屋企業本部　中部火災新種損害サポート部長 桝田　哲

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

神奈川静岡本部　神奈川静岡損害サポート部長 阿部　直樹

損害サポート業務部　部長（火災傷害新種担当） 神奈川静岡本部　神奈川静岡損害サポート部　部
長

舘野　充明

損害サポート業務部　部長 ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス（株）　出向　上席部長 松本　伸二

損害サポート業務部　社外出向　部長 損害サポート本部　損害サポート業務部　部長（シス
テム担当）

末廣　昇

損害サポート業務部　社外出向　部長 九州本部　九州損害サポート第二部　熊本第一保
険金お支払センター所長（上席）

辻田　明生

東京自動車損害サポート部　部長 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

川﨑　健司



新　　職 旧　　職 氏　　名
首都圏損害サポート部長 損害サポート本部　損害サポート業務部　部長　兼

（業務チーム長）
神先　智雄

ＩＴ推進部長 ＩＴ推進部　部長（企画担当　兼　プロジェクト推進担
当）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス（株）　ＩＴ企画部

小関　正信

ＩＴ推進部　部長（企画担当　兼　プロジェクト推進担
当）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス（株）　ＩＴ企画部

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長 山本　英治

営業事務部　部長（事務開発担当） 首都圏業務部長 田畑　陽子

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　部長　兼　経営企画部　部長　兼　（サステナビ
リティ推進チーム）

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）　出向　部長 伊藤　教史

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長　兼　データ
マネジメント部長

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　データマネジメント部　部長（サイ
バーチーム長）　兼　データマネジメント部　部長（サ
イバーチーム長）

上村　征広

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　部長　兼　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）

新井　尚

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（運用リスク管理
（企画）担当）　兼　リスク管理部　部長（運用リスク管
理担当）

三井住友海上プライマリー生命保険（株）　出向　部
長

原　弘章

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　（海外リスク
管理チーム長）　兼　リスク管理部　部長

再保険部　課長（上席）（プロパティリスク出再チーム
長）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス（株）　リスク管理部

松岡　秀一郎

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　（海外リスク
管理チーム）　兼　リスク管理部　部長

商品・サービス本部　新種保険部　社外出向　部長 内藤　俊哉

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）

監査役室長 圓山　徳人

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）

三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長 川田　真司

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（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　課長（上席）（本社第二チー
ム）　兼　内部監査部　課長（上席）（本社部門チー
ム）

菊地　春夫

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株）　出向　部長 営業事務部　部長 直原　亜紀



新　　職 旧　　職 氏　　名
ＭＳＫ安心ステーション（株）　出向　部長 北陸本部　北陸損害サポート部長 山本　卓生

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）　出向
部長

東北本部　ＭＳ東北（株）　出向　部長［盛岡駐在］ 丹羽　史彦

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

三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長 坂本　幸隆

三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）　出向
部長［大阪］

関西本部　ＭＳ関西（株）　出向　部長 大野　裕之

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

営業企画部　部長　兼　（営業ＩＴ推進室長） 渡邊　隆史

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

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス（株）　出向　部長 鈴木　幾子

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） 網代　英之

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長　兼　ＩＴ推進
部　部長（ＩＴ企画チーム）

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　課長（上席）　兼
ＩＴ推進部　課長（上席）（ＩＴ企画チーム）

萩原　克也

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長 ＩＴ推進部　部長　兼　（ＩＴ企画チーム長）　兼　人事
部　部長（働き方改革推進チーム）

本宿　研一郎

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） 山本　泰広

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　人事・総務部　部長　兼　文書・法務
室　部長　兼　総務部　部長　兼　（法務チーム）

中原　由佳里

ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）　出向　部長 三井ダイレクト損害保険（株）　出向　部長 上野　邦宏

ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）　出向　部長 北陸本部　福井支店長 嶋田　浩幸

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一部
長

小林　吉行



新　　職 旧　　職 氏　　名
ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）　出向　部長 東京本部　部長（企画・営業推進担当） 葉山　謙一

エーシー企画（株）　出向　部長 関西本部　姫路支店長 柳井　治郎

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）　出向　部長 商品・サービス本部　商品・サービス企画部　部長
（市場創造担当）　兼　（市場創造チーム長）　兼
経営企画部　部長（気候変動対策チーム）

米谷　英俊

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）　出向　部長 中国現地法人　出向　部長 海司　昌弘

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）　出向　部長 九州本部　長崎支店　長崎支社長（上席）　兼　長
崎支店　業務課長（上席）（営業アシストチーム統括
担当）

村山　修

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）　出向　部長 損害サポート本部　損害サポート業務部　課長（上
席）（ＩＣＴチーム長）

境　洋二郎

インターリスク・アジア社　出向　部長 インターリスク・アジア社　出向　課長（上席） 外山　康朗

ＭＳＫ保険センター（株）　出向　部長 関東甲信越本部　群馬支店長 杉山　茂

ＭＳＫ保険センター（株）　出向　部長 名古屋企業本部　名古屋企業営業第一部　部長
（職域推進担当）

武井　秀夫

ＭＳＫ保険センター（株）　出向　部長 自動車営業推進本部　自動車営業推進部　部長
兼　（企画チーム）

板倉　昭市

ＭＳ＆ＡＤグランアシスタンス（株）　出向　部長 北海道本部　北海道損害サポート部長 姥谷　和宏

ＭＳ＆ＡＤアビリティワークス（株）　出向　部長 東北本部　東北損害サポート部　部長 橋本　忠則

ＭＳ＆ＡＤアビリティワークス（株）　出向　社長　部
長

コンタクトセンター企画部　部長（カスタマーセン
ター担当）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス（株）　総合企画部（コンタクトセン
ター企画担当）

鈴木　泰子

社外出向　部長 三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）　出向
部長

宮本　明彦



新　　職 旧　　職 氏　　名
社外出向　部長 ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）　出向　部長 岡本　勝臣

社外出向　部長 営業推進部　部長（金融機関プロモーター） 金田　康浩

社外出向　部長 営業推進部　部長（マリン・グローバルユニット担当） 水谷　彰伸

社外出向　部長 九州本部　ＭＳ九州（株）　出向　部長 愛野　誠志

社外出向　部長 三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）　出向
部長

遠山　耕一

社外出向　部長 内部監査部　部長（損サ部門チーム） 小林　一貴

社外出向　部長 損害サポート本部　損害サポート業務部　部長 大原　正樹

社外出向　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）

大川　貴広

社外出向　部長 ＭＳＫ保険センター（株）　出向　部長 山屋　敬史

社外出向　部長 ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス（株）　出向　部長 三雲　裕晴

社外出向　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）

花上　浩一

社外出向　部長 経営企画部　部長　兼　（グローバル事業開発チー
ム　兼　経営企画チーム）　兼　ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループホールディングス（株）　グローバル
事業開発部

酒井　伸二

社外出向　部長 営業推進部　部長（代理店経営サポート室）（中部
ユニット）

中村　悟

社外出向　部長 ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート（株）　出向　部長 村橋　弘人



新　　職 旧　　職 氏　　名
社外出向　部長 ＭＳＫ保険センター（株）　出向　部長 中村　行彦

社外出向　部長 営業推進部　部長（代理店経営サポート室）（関東
甲信越・千葉埼玉ユニット）

武井　修一

３．スペシャリスト職
（１）異動（２０２２年４月１日付）

新　　職 旧　　職 氏　　名
金融サービス本部　財務企画部　主席スぺシャリスト 三井住友海上プライマリー生命保険（株）　出向　部

長
橘　恒之

金融サービス本部　金融ソリューション部　主席スぺ
シャリスト

金融サービス本部　金融ソリューション部　部長　兼
（企業金融チーム長）

織田　裕子

以　上


