
2017年3月2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 金杉 恭三）は、

以下のとおり２０１７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．地域担当に関する発令（2017年4月1日付） 

新役職・新担当 現役職 氏名 

理事（担当）北関東 ＩＴ統括部長 戸田 成俊 

理事（担当）埼玉 埼玉支店長 三島 謙一 

理事（担当）東京企業２ 公務部長 山田 英司 

理事（担当）近畿ディ－ラ－ ディ－ラ－営業推進部長 大久保 徹 

理事（担当）北陸 火災傷害保険部長 緒方 由貴夫 

 

Ⅱ．部長・支店長に関する発令（2017年4月1日付） 

新役職 現役職 氏名 

仙台支店長 愛知北支店長 廣田 範一 

福島自動車営業部長 横浜ベイサイド支店 営業第二課長 佐藤 裕 

茨城支店長 神奈川中央支店長 新井 良裕 

茨城自動車営業部長 福島自動車営業部長 渡邉 正幸 

群馬支店長 営業統括部長 岩本 邦夫 

関信越火災新種損害サービス部長 損害サービス業務部 火災新種海上グループ長 渡邊 功 

埼玉支店長 沼津支店長 田中 忠之 

埼玉北支店長 東京西支店 小金井支社長 古殿 智浩 

千葉支店長 地域営業推進部 開発グループ長 安藤 憲嗣 

東京損害サービス部長 甲信越損害サービス部長 小堀 俊夫 

東京北支店長 山梨支店長 屋田 雅昭 

東京南支店長 埼玉西支店 川越支社長 高野 修次 

東京西支店長 千葉支店長 田邉 寿彦 

首都圏ディーラー損害サービス部長 静岡損害サービス部 浜松サービスセンター長 寺尾 尚之 

神奈川自動車営業部長 金融法人第一部 営業第一課長 岩谷 英明 

東京企業営業第二部長 関西企業営業第一部長 山崎 英樹 

東京企業営業第四部長 人事部 人事グループ長 世羅 憲章 

東京企業営業第七部長 金融法人第二部長 小澤 祐介 

金融法人第二部長 トヨタ営業部長 松岡 弘芳 

公務部長 関西企業営業第二部長 福永 憲一 

神奈川損害サービス部長 損害サービス業務部 企画グループ長 山本 泉 

神奈川中央支店長 三重支店 津支社長 井上 清文 

湘南支店長 広島支店 福山第二支社長 玉井 健一 

静岡損害サービス部長 トヨタ事業部 次世代ビジネス開発室長 山崎 宏志 

静岡自動車営業部長 岡山自動車営業部長 見永 幸弘 

沼津支店長 青森支店 八戸第二支社長 鈴木 雅章 

甲信越損害サービス部長 中国損害サービス部 広島第一サービスセンター長 荒井 誠 

長野自動車営業部長 長野自動車営業部 自動車営業課長 田口 正規 

山梨支店長 岐阜支店 大垣第一支社長 吉田 聡 

中部損害サービス第一部長 九州損害サービス第一部長 細木 道彦 

名古屋支店長 熊本支店長 竹川 康弘 

愛知北支店長 モーター営業開発部 担当部長 高井 英行 

岐阜自動車営業部長 ディーラー営業推進部 開発改善グループ長 成田 克彦 

中部損害サービス第二部長 損害サービス業務部 担当部長 多田 裕之 

トヨタ営業部長 東京企業営業第一部 営業第一課長 神原 宏臣 

近畿損害サービス第一部長 近畿損害サービス第三部長 酒匂 晃 

近畿損害サービス第三部長 近畿損害サービス第三部 姫路サービスセンター長 前田 征典 



新役職 現役職 氏名 

大阪南支店長 ニッセイ事業開発部 営業開発室長 森脇 新也 

滋賀支店長 群馬支店 高崎第二支社長 出原 敬 

奈良支店長 名古屋自動車営業第一部 営業第二課長 水野 賢治 

和歌山支店長 埼玉自動車営業部 営業第二課長 長尾 康史 

姫路支店長 金沢支店長 栗田 晴可 

近畿損害サービス第二部長 首都圏ディーラー損害サービス部長 辻川 武生 

神戸自動車営業部長 長野自動車営業部長 右城 敬三 

関西企業営業第一部長 関西企業営業第三部長 原田 豊 

関西企業営業第二部長 東京企業営業第五部 営業第二課長 中村 洋治 

関西企業営業第三部長 東京企業営業第二部 営業第三課長 谷 昌則 

金沢支店長 営業統括部 営業研修室長 佐藤 大助 

富山支店長 広島支店 企業営業課長 松下 守 

広島支店長 徳島支店長 長沢 清 

広島自動車営業部長 神奈川自動車営業部長 菊地 敬 

岡山自動車営業部長 仙台自動車営業部 営業第一課長 杉山 雅俊 

鳥取支店長 栃木自動車営業部 自動車営業課長 原 誠行 

山口支店長 

（兼務 山口自動車営業部長） 
山口自動車営業部長 寺尾 直樹 

四国損害サービス部長 神奈川損害サービス部 横浜サービスセンター長 上山 良英 

徳島支店長 福井支店 福井第二支社長 金田 純一 

九州損害サービス第一部長 中部損害サービス第二部長 窪田 嘉幸 

九州損害サービス第二部長 近畿損害サービス第二部長 桂川 祥 

福岡支店長 大阪南支店長 神野 真 

熊本支店長 鳥取支店長 神田 泰伸 

宮崎支店長 福岡支店 福岡第二支社長 梅田 文也 

マーケット開発部長 富山支店長 石原 正幸 

専業営業開発部長 地域営業推進部長 坂田 貴彦 

ディーラー営業開発部長 静岡自動車営業部長 若井 峰夫 

ニッセイ事業開発部長 広島支店長 清水 好生 

トヨタ事業部長 広島自動車営業部長 西津 真治 

ＩＴ統括部長 商品企画部長 沼田 俊彦 

商品企画部長 自動車保険部長 菅田 克彦 

自動車保険部長 商品企画部 収支管理グループ長 忽那 武史 

火災傷害保険部長 火災傷害保険部 団体引受支援グループ長 福富 弘和 

国際管理部長 国際事業管理部 海外リスク管理グループ長 山原 昇 

国際業務部長 国際事業推進部 担当部長 武藤 啓之 

運用企画部長 運用企画部 担当部長 市川 章人 

不動産部長 コンタクトセンター事業部 業務開発グループ長 根岸 純 

コンプライアンス部長 東京企業営業第四部長 松田 謙二郎 

経営企画部長 トヨタ事業部長 山口 充 

広報部長 不動産部長 伊達 聖子 

 



＜参考＞地域担当（2017年4月1日付） 

地域 役 位 氏 名 

北海道 常務執行役員 来田 廣太郎 

東北 執行役員 鈴木 克侍 

北関東 理事 戸田 成俊 

埼玉 理事 三島 謙一 

千葉 執行役員 鳥羽 俊夫 

東京 執行役員 沖 孝夫 

神奈川、静岡 専務執行役員 山名 学 

首都圏ディーラー 常務執行役員 小渕 洋一 

東京企業１ 執行役員 頼金 信次 

東京企業２ 理事 山田 英司 

甲信越 執行役員 中西 功 

中部地区統括※ 代表取締役副社長執行役員 長島 宏司 

中部（リテール・ディーラー） 常務執行役員 末野 智弘 

中部（企業） 執行役員 金子 羊一 

近畿 常務執行役員 渡辺 敏男 

近畿ディーラー 理事 大久保 徹 

関西企業 常務執行役員 橋本 昭彦 

北陸 理事 緒方 由貴夫 

中国 執行役員 町田 充幸 

四国 執行役員 吉原 善尚 

九州 執行役員 川畑 博文 

※中部地区統括は中部圏・トヨタ全体戦略を担う 

  

以 上 


