
２０１７年３月３日 

 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

 

 

組織変更・人事異動について 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ 代表取締役社長 櫻田 謙悟）および損害保険 

ジャパン日本興亜株式会社（代表取締役社長 西澤 敬二）では、別紙のとおり組織変更および人事異動を 
行いますので、お知らせいたします。 
 
 

１．組織変更（２０１７年４月１日付） 
別紙のとおり 

 

  別紙１ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 
２．人事異動 
  別紙のとおり 

 

  別紙２ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

  別紙３ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 
以 上 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１  

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 組織変更(２０１７年４月１日付) 

 

 

 中期経営計画の進捗およびマーケットの成長性や地域特性等を踏まえ、強い現場（部店・課支社）の創造と

生産性向上の観点から、次のとおり組織変更を行う。 
 

１．営業部門 
「東京法人営業部」および「札幌自動車営業部」を新設する。 

 
２．地区内勤部門 
・「東京業務部」と「東京コンプライアンス部」を統合し、「東京業務部」とする。 
・「神奈川業務部」と「神奈川コンプライアンス部」を統合し、「神奈川業務部」とする。 
・「埼玉業務部」と「埼玉コンプライアンス部」を統合し、「埼玉業務部」とする。 
・「千葉業務部」と「千葉コンプライアンス部」を統合し、「千葉業務部」とする。 
・「北海道業務部」と「北海道コンプライアンス部」を統合し、「北海道業務部」とする。 
・「東北業務部」と「東北コンプライアンス部」を統合し、「東北業務部」とする。 
・「関東業務部」と「関東コンプライアンス部」を統合し、「関東業務部」とする。 
・「静岡業務部」と「静岡コンプライアンス部」を統合し、「静岡業務部」とする。 
・「中部業務部」と「中部コンプライアンス部」を統合し、「中部業務部」とする。 
・「甲信越業務部」と「甲信越コンプライアンス部」を統合し、「甲信越業務部」とする。 
・「北陸業務部」と「北陸コンプライアンス部」を統合し、「北陸業務部」とする。 
・「関西第一業務部」と「関西第一コンプライアンス部」を統合し、「関西第一業務部」とする。 
・「関西第二業務部」と「関西第二コンプライアンス部」を統合し、「関西第二業務部」とする。 
・「中国業務部」と「中国コンプライアンス部」を統合し、「中国業務部」とする。 
・「四国業務部」と「四国コンプライアンス部」を統合し、「四国業務部」とする。 
・「九州業務部」と「九州コンプライアンス部」を統合し、「九州業務部」とする。 

 
３．本社部門 

  ・「本店コンプライアンス部」を廃止する。 
  ・「コンプライアンス室」を「コンプライアンス部」に改称する。 

・「海外事業企画部」と「海外経営管理部」を統合し、「海外事業企画部」とする。 
 
 

                                   以 上



別紙２  

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 人事異動 
 

１．執行役員の異動 

【２０１７年４月 1 日付】 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 執行役員          青木 潔      執行役員 

 広報部長                    広報部長 

（兼）ＣＳＲ室長 

 

２．理事の選任 

【２０１７年４月 1 日付】 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 理事            矢野 功      介護・ヘルスケア事業部長 
 介護・ヘルスケア事業部 
 特命部長 

 
 

３．その他の異動 

【２０１７年４月 1 日付】 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 運用統括部長        吉田 健一     内部統制部長 
 

 海外事業企画部       平野 晃延     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
   特命部長                    海上保険金サービス室長 

 

 海外再保険室長       阿部 佳孝     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
                         欧州・南米部長席付 

                           特命部長 
                           [Ｃａｎｏｐｉｕｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ]  
 

 介護・ヘルスケア事業部長  久米 康樹     介護・ヘルスケア事業部 
                         特命部長 
                      （兼）秘書部 
                         特命部長 

 
 秘書部長          中川 崇生      損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
                          東京中央支店長 

 
 秘書部           白川 儀一      秘書部 
 特命部長                    課長 

 
 経理部           黒田 泰則      運用統括部長 
 特命部長 
                     



内部統制部長        野間 豊史      損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
                          リテール商品業務部 
                         特命部長 

４．執行役員の退任 

【２０１７年３月２２日付】 
               （氏 名）          （現  職）          

   退任            田村 康弘     常務執行役員 

 

注．田村 康弘氏の退任については、２０１７年２月１４日にすでにお知らせいたしましたが、退任日変更の

ため、あらためてお知らせいたします。 

 
以 上 

 
 

 



別紙３ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

 

 

１．新任取締役候補 

 

【２０１７年４月１日付】 
（新 職）         （氏 名）       （現 職） 

取締役常務執行役員 飯豊 聡       常務執行役員 

  四国本部長 

    

取締役常務執行役員 小嶋 信弘       常務執行役員 

  南アジア部長 

 

 

２．取締役および執行役員の異動 

 
【２０１７年４月１日付】 
（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

専務執行役員 福島 晃         専務執行役員 

  東京本部長 

     

専務執行役員 渡邊 貞弘      専務執行役員 

東京本部長  神奈川本部長 

（兼）静岡本部長 

     

取締役専務執行役員 江原 茂 取締役専務執行役員 

  東アジア部長 

     

取締役専務執行役員 和田 敏裕 取締役常務執行役員 

     

常務執行役員 松林 宏 常務執行役員 

神奈川本部長  関西第二本部長 

（兼）静岡本部長    

     

常務執行役員 角川 信一  執行役員 

中国本部長  中国本部長 

（兼）四国本部長    

     

常務執行役員 中村 茂樹 執行役員 

中部本部長  経営企画部長 

     

常務執行役員 水口 敦志 執行役員 

北米部長  北米部長 

（ニューヨーク） （ニューヨーク） 

     

常務執行役員 笠井 聡 執行役員 

人事部  人事部 

特命部長  特命部長 

     

 



常務執行役員 楢﨑 浩一 執行役員 

 

執行役員 花田 秀則 執行役員 

経理部  経理部長 

特命部長    

 

執行役員  青木 潔      執行役員 

 広報部長 広報部長 

（兼）ＣＳＲ室長    

     

 

３．執行役員の選任 

 

【２０１７年４月１日付】 
（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

常務執行役員 西脇 芳和 セゾン自動車火災保険株式会社 

  代表取締役社長 

     

執行役員  手島 俊裕      理事 

法務部長  法務部長席付 特命部長 

   [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

（兼）法務部長 

     

執行役員 斎藤 仁       理事 

西東京支店長  横浜ベイサイド支店長 

     

執行役員 山崎 和久 理事 

人事部長  企画開発部長 

     

執行役員 村木 正大      理事 

埼玉本部長  内部監査部長 

（兼）千葉本部長    

     

執行役員 金井 徳幸      岐阜支店長 

静岡支店長    

     

執行役員 大久保 英明    大阪自動車営業第二部長 

関西第二本部長    

     

執行役員 髙岸 弘佳    自動車営業推進部長 

甲信越本部長    

（兼）北陸本部長    

     

執行役員 川内 雄次     海外事業企画部長席付 特命部長 

   [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

（兼）海外事業企画部長 

     

執行役員 山口 和寿      営業推進部長 

名古屋支店長    

 

執行役員 齋藤 滋夫  人事部長 

経営企画部長                                  



４．取締役および執行役員の退任 

 

【２０１７年３月２１日付】 

         （氏 名）     （現 職） 

退任  泉 卓哉 執行役員 

          業務品質部長 

            
【２０１７年３月２２日付】 

         （氏 名）     （現 職） 

  退任  田村 康弘     取締役常務執行役員  

 
【２０１７年３月３１日付】 

       （氏 名）     （現 職） 

退任 德岡 宏行 常務執行役員 

 中部本部長 

※2017 年 4 月 1日付でプライムアシスタンス株式会社社長に就任予定 

 

退任 濱 隆司      常務執行役員 

 甲信越本部長  
（兼）北陸本部長 

 

 

退任         村田 徹      常務執行役員 

 埼玉本部長  
（兼）千葉本部長 

 

退任 陶山 さなえ 執行役員 

 カスタマーコミュニケーション企画部長      

※2017 年 4 月 1 日付でＳＯＭＰＯ企業保険金サポート株式会社社長に就任予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．理事の異動 

 

【２０１７年３月２２日付】 

（新 職）  （氏 名）     （現 職） 

 理事 石坂 覚 理事 

 コンプライアンス室長  コンプライアンス室長  

（兼）業務品質部長     

 

【２０１７年３月２３日付】 

（新 職）  （氏 名）     （現 職） 

理事 新井 勉      理事 

企業営業第五部長席付 山形支店長  

特命部長 

 

【２０１７年４月１日付】 

（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

理事 片山 郁夫 理事 

特約火災保険部長 秘書部長  

 
理事 桜井 淳一 理事 

内部監査部長  企業営業推進部長 

 

 理事 石坂 覚 理事 

 コンプライアンス部長  コンプライアンス室長  

（兼）業務品質部長   

 

 
６．理事の選任 

 

【２０１７年４月１日付】 

（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

理事 斎藤 朱織 休職（出向）  

休職（出向）  [損保ジャパン日本興亜ひまわり 

[損保ジャパン日本興亜ひまわり 生命保険株式会社 ] 

生命保険株式会社]     ＜部長扱い＞ 

      

理事 重成 憲 北九州支店長  

福島支店長     

      

理事 矢野 功 休職（出向）  

休職（出向）  [ＳＯＭＰＯケア株式会社]  

[ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社] ＜部長扱い＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



７．その他の異動 

 

【２０１７年３月２２日付】 

（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

名古屋企業営業部長席付 大出 剛   海外事業企画部長席付   
特命部長  特命部長 

  [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

 
【２０１７年３月２３日付】 

（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

東北業務部長 川上 潤哉 東北業務部長 
（兼）山形支店長 
 

【２０１７年４月１日付】 

（新 職）         （氏 名）     （現 職） 

休職（出向） 林田 治      本店自動車保険金サービス部 

[セゾン自動車火災保険株式会社]  統括サポート課長 

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 仙波 太郎      南アジア部長席付 

[ＳＯＭＰＯケア株式会社]  特命部長 

＜部長扱い＞  [Ｂｅｒｊａｙａ Ｓｏｍｐｏ 

Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ] 

    

休職（出向） 楠 敦       中部コンプライアンス部長 

[ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 

株式会社]    

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 田辺 三基男    休職（出向） 

[ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社]   [ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社] 

＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 

    

休職（出向） 堀内 真      リテール商品業務部 

[ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社] リーダー 

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 藤田 完爾     総務部 

[損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 担当部長 

株式会社]  

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 斉藤 正彦     海外再保険室長席付 

[損保ジャパン日本興亜ひまわり  特命部長 

生命保険株式会社]   [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

＜部長扱い＞ （兼）海外再保険室長   

 

休職（出向） 木戸 安彦     営業推進部 

[損保ジャパン日本興亜ひまわり  金融営業推進室 

生命保険株式会社]   担当部長    

＜部長扱い＞  

   



休職（出向） 中村 成志     経営企画部 

[損保ジャパン日本興亜ひまわり 特命部長 

生命保険株式会社]    

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 深堀 圭      休職（出向） 

[損保ジャパン日本興亜ひまわり   [損保ジャパン日本興亜ひまわり 

生命保険株式会社]     生命保険株式会社] 

＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

 

休職（出向） 田澤 好彦     ＳＳ営業開発部長 

[損保ジャパン日本興亜保険 

サービス株式会社]    

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 八木 英雄     宮崎支店 

[損保ジャパン日本興亜 都城支社 

保険サービス株式会社]  担当部長兼支社長 

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 小川 孝二     関西第一コンプライアンス部長 

[ＳＯＭＰＯビジネスサービス 

株式会社]    

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 野間 豊史     リテール商品業務部 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 特命部長    

＜部長扱い＞    

    

休職（出向） 鶴見 展哉     休職（出向） 

[ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社]   [ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社] 

＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 

    

休職（出向） 岡田 淳      休職（出向） 

[ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社]   [ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社] 

＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

    

経営企画部 金子 和久     京滋自動車営業部長 

特命部長    

    

ビジネスプロセス革新部長 中尾 公哉     企業商品業務部長 

    

業務品質部長 氏家 佳世子    ＣＳＲ室長 

    

コンプライアンス部 河原 英樹     甲信越コンプライアンス部長 

特命部長                  （兼）北陸コンプライアンス部長 

    

コンプライアンス部 武井 真      関東コンプライアンス部長 

特命部長 



コンプライアンス部 山本 聡      大阪企業営業第三部長 

特命部長    

    

コンプライアンス部 濱中 武      東京コンプライアンス部長 

特命部長    

    

コンプライアンス部 楠田 豊      お客さま相談室長 

（大阪）    

特命部長    

    

コンプライアンス部 空田 泰宏     休職（出向） 

（大阪）      [損保ジャパン日本興亜ひまわり 

特命部長      生命保険株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

    

コンプライアンス部 木下 昌浩     中国コンプライアンス部長 

（広島）    

特命部長    

    

コンプライアンス部 深田 俊一     四国コンプライアンス部長 

（高松）    

特命部長    

    

コンプライアンス部 太田 潔      九州コンプライアンス部長 

（福岡）    

特命部長    

    

コンプライアンス部 米本 裕至     東京業務部長 

（横浜）    

特命部長 

    

コンプライアンス部 前田 均      埼玉コンプライアンス部長 

（さいたま）                 （兼）千葉コンプライアンス部長 

特命部長 

    

コンプライアンス部 今田 陽一     北海道コンプライアンス部長 

（札幌）    

特命部長   

    

コンプライアンス部 吉本 章人     カスタマーコミュニケーション企画部 

（仙台）  特命部長 

特命部長  

    

コンプライアンス部 嶋田 行輝     本店コンプライアンス部長 

（静岡）    

特命部長 

    

コンプライアンス部 藤島 雄一     コンプライアンス室 

（名古屋） 担当部長 

特命部長 

    

 



秘書部長 中川 崇生     東京中央支店長 

    

秘書部 山本 謙介     浜松支店長 

特命部長    

    

秘書部 酒井 香世子    人事部 

特命部長 特命部長 

    

秘書部 白川 儀一     秘書部 

特命部長 リーダー 

    

人事部 小坂 佳世子    休職（出向） 

特命部長   [ＳＯＭＰＯリスケア 

マネジメント株式会社] 

       ＜リーダー扱い＞ 

    

内部監査部 石橋 智浩     中国保険金サービス第二部 

特命部長 倉敷保険金サービス課長 

    

内部監査部 北村 隆志     仙台支店 

特命部長 石巻支社長 

    

内部監査部 姫野 忠      茨城支店 

特命部長 法人支社長 

    

内部監査部 薄葉 将臣     休職（出向） 

特命部長      [株式会社プライムアシスタンス] 

       ＜リーダー扱い＞ 

    

内部監査部 小柳 清光     関西保険金サービス部 

特命部長 和歌山保険金サービス第二課長 

    

リテール商品業務部 宮本 利介     リテール商品業務部 

特命部長 リーダー 

    

リテール商品業務部 有堀 誠二     事務企画部 

特命部長 リーダー 

    

企業商品業務部長 中嶋 陽二     欧州・南米部長席付 

 特命部長 

[Ｃａｎｏｐｉｕｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ]  

 

営業推進部長 中西 貴志     山口支店長 

    

自動車営業推進部長 山下 敦志     長野・山梨自動車営業部長 

    

自動車営業推進部 伊藤 雅哉     千葉自動車営業部 

（高松） リーダー 

特命部長  

    

企業営業推進部長 清水 範之     企業営業第一部長 



企業営業推進部 下 浩一郎 企業営業第七部 

特命部長 第三課 

 担当部長兼課長 

    

企画開発部長 秋保 宏之     神奈川業務部長 

（兼）静岡業務部長 

    

企画開発部 関 泰章      東京公務開発部 

特命部長 東京公務課長 

    

カスタマーコミュニケーション 桂 浩晃       九州業務部長 

企画部長 

    

保険金サービス企画部長 林 祥晃      中国保険金サービス第一部長 

    

保険金サービス企画部 海老崎 美由紀   本店企業保険金サービス部 

特命部長 特命部長 

    

保険金サービス企画部 若林 常宏     中部保険金サービス第一部 

特命部長 愛知保険金サービス第一課長 

    

経理部長 黒田 泰則     運用企画部長席付 

 特命部長 

  [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

（兼） 運用企画部長 

 

ＩＴ企画部 田口 晃敏     ＩＴ企画部 

特命部長 リーダー 

    

運用企画部長席付 吉田 健一     休職（出向） 

特命部長  [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社]  ＜部長扱い＞ 

（兼）運用企画部長  

    

海外事業企画部長席付 平野 晃延     海上保険金サービス室長 

特命部長 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社]    

    

海外事業企画部長席付 原 伸一      海外経営管理部長席付 

特命部長 特命部長 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

（兼）海外事業企画部長               （兼）海外経営管理部長 

  

海外再保険室長席付 阿部 佳孝     欧州・南米部長席付 

特命部長 特命部長 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] [Ｃａｎｏｐｉｕｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ] 

（兼）海外再保険室長  

 



南アジア部長 田尻 克至     南アジア部長席付 

（シンガポール） 特命部長 

（兼）南アジア部長席付                [ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 

特命部長 （Ａｓｉａ）] 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

  

南アジア部長席付 花原 太      欧州・南米部長席付 

特命部長 リーダー 

[Ｂｅｒｊａｙａ Ｓｏｍｐｏ  [ＳＪＮＫ Ｅｕｒｏｐｅ] 

Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ]    

    

南アジア部長席付 佐田国 全     南アジア部長席付 

特命部長 担当部長 

[Ｕｎｉｔｅｄ Ｉｎｓ [Ｕｎｉｔｅｄ Ｉｎｓ 

Ｃｏ．Ｖｉｅｔｎａｍ] Ｃｏ．Ｖｉｅｔｎａｍ] 

    

南アジア部 橋場 慶太     東アジア部 

特命部長 特命部長 

    

東アジア部長 佐藤 直志     東アジア部長席付 

（兼）東アジア部長席付 特命部長 

特命部長 [日本財産保険（中国）有限公司] 

[ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

 

欧州・南米部長席付 鈴木 義泰     海外事業企画部長席付 

特命部長 リーダー 

[Ｃａｎｏｐｉｕｓ  [ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社] 

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ]  

    

欧州・南米部 鷲辺 秀宣     南アジア部長席付 

特命部長 リーダー 

 [Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

 Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ] 

    

お客さま事故サポート部長 坂口 久明     兵庫保険金サービス部長 

 

海上保険金サービス室長 保高 清志     企業営業第四部 

 第三課長 

    

自動車開発第一部長 有本 忍      企業営業推進部 

 特命部長 

   

企業営業第一部長 長岡 威年     南アジア部 

 特命部長 

    

横浜ベイサイド支店長 岡本 晃郎     埼玉自動車営業第二部長 

    

東京業務部長 山村 琢也     金融法人第一部 

 営業第三課長 

 

 



本店自動車営業第三部長 伊藤 真司  休職（出向） 

 [損保ジャパン日本興亜保険 

 サービス株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

 

東京法人営業部長 足立 佳史     東京業務部 

 特命部長 

    

ＳＳ営業開発部長 上野 俊郎     千葉自動車営業部 

 第四課 

 担当部長兼課長 

    

東京中央支店長 林 大介      茨城南支店長 

    

神奈川業務部長 鈴木 裕介     休職（出向） 

（兼）静岡業務部長     [ＳＯＭＰＯケアメッセージ 

株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

    

神奈川自動車営業部長 藤田 勝利     大阪自動車営業第一部 

 第二課長 

 

横浜支店長 河本 幸治 静岡法人営業部長 

    

埼玉自動車営業第二部長 漆原 拓一 本店自動車営業第三部長 

    

札幌自動車営業部長 寺前 賢一 札幌法人営業部 

 特命部長 

    

東北海道支店長 越川 誠 高松支店 

 高松第一支社長 

 

東北業務部長 川上 潤哉 東北業務部長 
（兼）山形支店長 

 

岩手支店長 大木 伸正     和歌山支店長 

    

山形支店長 大西 章泰     横浜支店 

 営業第一課 

 担当部長兼課長 

    

関東保険金サービス第一部長 大谷 俊一郎 保険金サービス企画部 

 担当部長 

    

茨城南支店長 藤澤 陽一     中部業務部長 

    

栃木自動車営業部長 木村 敦      名古屋支店 

 名古屋北支社 

 担当部長兼支社長 

    

栃木支店長 佐藤 政文     福島支店長 

    



静岡法人営業部長 矢崎 幹人     北陸保険金サービス部長 

    

浜松支店長 江口 重雄     地区サポート部 

 リーダー 

    

中部業務部長 為国 浩二     静岡支店長 

    

中部保険金サービス第一部長 大倉 岳      四国業務部長 

    

愛知自動車営業部長 今村 吉秀     本店自動車営業第一部 

 第一課長 

    

岐阜支店長 藤澤 建樹     兵庫支店長 

    

長野・山梨自動車営業部長 神田 竜哉     本店自動車営業第二部 

 第二課 

 担当部長兼課長 

    

北陸保険金サービス部長 大洞 文郎     北海道保険金サービス部 

 札幌保険金サービス第一課長 

 

富山支店長 藤野 修      休職（出向） 

 [損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 

 株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

    

福井支店長 天谷 智宏     営業推進部 

 リーダー 

    

兵庫保険金サービス部長 小柳 浩平     休職（出向） 

                         [ＳＯＭＰＯケアメッセージ 

株式会社] 

        ＜部長扱い＞ 

    

大阪自動車営業第二部長 金子 賢治     名古屋支店長 

    

大阪企業営業第三部長 海老原 崇     自動車開発第一部長 

    

神戸支店長 中島 康将     休職（出向） 

 [損保ジャパン日本興亜ひまわり 

 生命保険株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

    

兵庫支店長 本橋 義宏     岩手支店長 

    

京滋自動車営業部長 河村 周      営業企画部 

 リーダー 

    

和歌山支店長 新甚 博史     人事部 

 リーダー 

 

 



中国保険金サービス第一部長 井上 靖英     休職（出向） 

       [ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 

       株式会社] 

       ＜部長扱い＞ 

 

山口支店長 澤田 良隆     企業営業第六部 

 第三課 

 担当部長兼課長 

    

四国業務部長 上野 好章 長崎支店 

 佐世保支社 

 担当部長兼支社長 

    

九州業務部長 加藤 和文     休職（出向） 

 [損保ジャパン日本興亜ひまわり 

 生命保険株式会社] 

       ＜リーダー扱い＞ 

 

九州保険金サービス第二部長 池田 明浩     九州保険金サービス第三部長 

    

九州保険金サービス第三部長 杉原 英之     調査部 

 リーダー 

    

福岡中央支店長 坂 雅夫      関東保険金サービス第一部長 

    

北九州支店長 高山 知士 福井支店長 

 

 

 

以 上 

 


