
2014年3月4日 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（社長 鈴木 久仁）は、

以下のとおり２０１４年４月１日付のライン部長の人事異動について決定いたしましたのでお知らせします。 

ライン部長人事に関するお知らせ 



Ⅰ．本部長に関する発令（2014年4月１日付） 

新役職 旧役職 氏名 

千葉本部長 広島自動車営業部長 町田 充幸 

四国本部長 東京企業営業第七部長 梶原 成浩 

東海ディーラー本部長 横浜ベイサイド支店長 間瀬 公雄 

 

 

Ⅱ．部長・支店長に関する発令（2014年4月1日付） 

新役職 旧役職 氏名 

営業企画部長 岐阜支店長 岩本 邦夫 

ニッセイ事業開発部長 東葛支店長 加藤木 友康 

コンタクトセンター事業部長 経営企画部 経営調査室長 黒木 卓士 

リテール営業開発部長 ニッセイ事業開発部長 沖 孝夫 

ディーラー営業推進部長 名古屋自動車営業第一部長 大久保 徹 

業務統括部長 コンタクトセンター事業部長 仁木 正道 

ＩＴ統括部長 営業企画部 企画グループ長 戸田 成俊 

商品企画部長 人事部 人事グループ長 沼田 俊彦 

個人商品部長 自動車保険部長 相原 康浩 

企業商品部長 火災新種海上保険部長 緒方 由貴夫 

国際事業管理部長 国際業務部 管理グループ長 伊藤 雄一 

投融資部長 市場運用部長 伊藤 聡史 

コンプライアンス部長 経営企画部 企画グループ長 白井 祐介 

経営企画部長 営業企画部長 田村 悟 

業務監査部長 業務統括部長 伊藤 圭二 

全国業務部長 業務統括部 企画・統括グループ長 藤原 秀文 

札幌支店長 
北海道本部 本部長付戦略スタッフ 担当

次長 
古澤 秀彦 

旭川支店長 札幌自動車営業部 営業第一課長 藤本 和也 

東北損害サービス部長 中国損害サービス部長 小野 元之 

仙台自動車営業部長 栃木自動車営業部長 荒尾 尚 

青森支店長 人事部 企画グループ長 本田 陽一郎 

岩手支店長 岡山自動車営業部長 山川 圭一 

福島自動車営業部長 岐阜自動車営業部長 渡邉 正幸 

茨城支店長 埼玉支店長 田中 淳 

栃木支店長 兼 栃木自動車営業部長 新宿支店長 吉田 光徳 

群馬支店長 広島支店長 池田 淳 

埼玉支店長 静岡支店長 河井 哲哉 

埼玉北支店長 浅草支店 浅草第一支社長 岡村 康城 

千葉損害サービス部長 首都圏ディーラー損害サービス部長 石橋 昌祐 

千葉支店長 東京企業営業第四部長 田邉 寿彦 

千葉北支店長 京葉支店長 三島 謙一 

新都心自動車営業部長 ディーラー営業推進部 企画グループ長 岡垣 裕紀 

東京業務部長 中国・四国業務部長 小林 信彦 

東京東支店長 東京東支店長 坂本 亮一 

東京南支店長 大阪北支店長 小林 道久 

横浜支店長 兼 横浜企業営業部長 横浜支店長 中西 功 

神奈川中央支店長 東京南支店 渋谷支社長 新井 良裕 

新潟支店長 福島自動車営業部長 宮崎 隆 



新役職 旧役職 氏名 

長野支店長 仙台企業営業部長 光野 尚 

長野自動車営業部長 福岡自動車営業部長 右城 敬三 

東海業務部長 東海業務部 中部指導グループ長 木ノ本 明裕 

岐阜支店長 リテール営業開発部長 坂田 貴彦 

三重支店長 岐阜支店 多治見支社長 後藤 裕通 

静岡損害サービス部長 損害サービス業務部 企画グループ長 小笠原 学 

静岡支店長 愛知南支店長 氣谷 雄太郎 

近畿・北陸業務部長 東海業務部長 柏 和秀 

滋賀支店長 
東北本部 本部長付戦略スタッフ 担当部

長 
渡辺 祐 

京都支店長 沖縄支店長 梅本 祝幸 

姫路支店長 
近畿本部 本部長付戦略スタッフ 担当部

長 
山本 恭裕 

福井支店長 山口支店長 西村 敏宏 

中国損害サービス部長 
近畿損害サービス第三部 姫路サービスセ

ンター長 
坂井 正裕 

中国・四国業務部長 火災新種海上保険部 担当部長 青山 純也 

広島支店長 茨城支店長 清水 好生 

広島自動車営業部長 徳島支店長 西津 真治 

岡山自動車営業部長 和歌山支店 和歌山第二支社長 見永 幸弘 

山口支店長 福井支店長 鶴原 敦 

徳島支店長 東京西支店 立川支社長 長沢 清 

福岡支店長 東京企業営業第二部長 川畑 博文 

福岡自動車営業部長 福岡自動車営業部 営業第二課長 堺 伸介 

長崎支店長 三重支店長 柳沢 明宏 

宮崎支店長 地域営業推進部 推進グループ長 石那田 学 

沖縄支店長 徳島支店 徳島第一支社長 石井 禎 

首都圏ディーラー損害サービス部長 
九州損害サービス第一部 佐賀サービスセ

ンター長 
辻川 武生 

横浜ベイサイド支店長 仙台自動車営業部長 小笠原 玄 

名古屋自動車営業第一部長 ディーラー営業推進部長 高橋 守種 

岐阜自動車営業部長 長野自動車営業部長 知念 正訓 

静岡自動車営業部長 名古屋自動車営業第一部 営業第二課長 若井 峰夫 

神戸自動車営業部長 
首都圏ディーラー本部 本部長付戦略スタ

ッフ 担当次長 
藤木 秀雄 

東京企業営業第二部長 東京企業営業第六部長 頼金 信次 

東京企業営業第三部長 東京企業営業第三部 営業第二課長 佐藤 考之 

東京企業営業第四部長 関西企業営業第二部 営業第三課長 松田 謙二郎 

東京企業営業第七部長 関西企業営業第一部長 福良 晃一 

東京企業営業第一部長 航空・宇宙産業部長 金原 英史 

東京企業営業第五部長 横浜企業営業部長 北 秋司 

東京企業営業第六部長 関西企業営業第三部 営業課長 加藤 真 

広域法人開発部長 船舶営業部長 伊藤 博和 

名古屋企業営業第二部長 名古屋企業営業第三部長 後藤 和敏 

関西企業営業第一部長 関西企業営業第二部長 山崎 英樹 

関西企業営業第二部長 関西金融公務部長 鈴木 省一 

 



＜ご参考＞地域本部長体制（2014年4月1日付） 

地域本部 役 職 氏 名 

北海道 執行役員 伊藤 直弘 

東北 執行役員 土方 克浩 

北関東 執行役員 山名 学 

埼玉 執行役員 渡辺 敏男 

千葉 理事 町田 充幸 

東京 常務執行役員 小川 三千夫 

神奈川 常務執行役員 石川 均 

甲信越 理事 石黒 真之 

静岡 執行役員 渋谷 一秀 

中部 執行役員 吉田 靖之 

近畿 専務執行役員 大関 一嘉 

北陸 執行役員 黒田 昌浩 

中国 執行役員 大川畑 文昭 

四国 理事 梶原 成浩 

九州 執行役員 六本木 俊美 

東京企業第一 執行役員 小林 正一 

東京企業第二 執行役員 橋本 昭彦 

名古屋企業 執行役員 塩沢 裕晶 

関西企業 執行役員 福野 義一 

首都圏ディーラー 専務執行役員 園田 光宏 

東海ディーラー 理事 間瀬 公雄 

近畿ディーラー 理事 平 純孝 

 

  

以 上 


