
２０１８年１２月１８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 

 

 

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、別紙のとおり人事異動

を行いますので、お知らせいたします。 

 

 

  別紙１ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

別紙２ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
 

以 上 

 



別紙１ 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 人事異動 

 

 

１．取締役および執行役員の異動 

【２０１９年１月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

グループＣＯＯ 

グループＣＦＯ 

代表取締役副社長執行役員 

辻 伸治 グループＣＦＯ 

代表取締役副社長執行役員 

専務執行役員 

（海外Ｍ＆Ａ統括） 

ナイジェル フラッド

（Nigel Frudd） 
常務執行役員 

 

【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （前 職） 

グループＣＯＯ 

代表取締役副社長執行役員 

辻 伸治 グループＣＯＯ 

グループＣＦＯ 

代表取締役副社長執行役員 

海外保険事業オーナー 

執行役員 

ジョン チャーマン 
（John R. Charman） 

 

介護・ヘルスケア事業オーナー 

執行役員 

笠井 聡 グループＣＨＲＯ 

常務執行役員 

人事部長 

グループＣＦＯ 

グループＣＩＯ 

取締役常務執行役員 

濵田 昌宏 グループＣＳＯ 

グループＣＩＯ 

取締役常務執行役員 

グループＣＳＯ 

取締役常務執行役員 

経営企画部長 

奥村 幹夫 介護・ヘルスケア事業オーナー

取締役常務執行役員 

グループＣＨＲＯ 

常務執行役員 

原 伸一 執行役員 

海外事業企画部長 

常務執行役員 

海外事業企画部長 

川内 雄次 執行役員 

取締役常務執行役員 田中 順一 海外保険事業オーナー 

取締役常務執行役員 



２．執行役員の選任 

【２０１９年１月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

執行役員 

秘書部長 

石川 耕治 秘書部長 

 

 

３．その他の異動 

【２０１９年１月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

経営企画部長 

(兼)シニアマーケット事業部 

  特命部長 

川部 弘明 経営企画部長 

 

経営企画部 

特命部長 

平野 友輔 経営企画部 

課長 

シニアマーケット事業部 

特命部長 

(兼)経営企画部 

特命部長 

(兼)デジタル戦略部 

特命部長 

並木 洋平 シニアマーケット事業部 

課長 

(兼)デジタル戦略部 

課長 

海外事業企画部 

（ロンドン） 

特命部長 

(兼)秘書部 

特命部長 

鈴木 義泰 海外事業企画部 

（ロンドン） 

特命部長 

【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

海外事業企画部 

（シンガポール） 

特命部長 

 

笹沼 靖弘 海外事業企画部 

（シンガポール） 

課長 

 



＜ご参考＞ 

 Sompo International Holdings 関連人事異動 

Sompo International Holdings Ltd. 

【２０１９年１月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

Executive Chairman John R. Charman Chief Executive Officer 

& Chairman of the Board 

Chief Executive Officer 

（最高経営責任者） 

Nigel Frudd Chief Strategy Officer 

CEO of Retail 

（リテール部門責任者） 

Recai Dalaş 

 

 

 

※Recai Dalaş は Sompo Japan Sigorta 社の Chief Executive Officer を継続します。 

Executive Director 

（取締役） 

Katsuyuki Tajiri  

【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

Non-Executive Director 

（非常勤取締役） 

Mikio Okumura  

（退任） Junichi Tanaka Non-Executive Director 

（非常勤取締役） 

Sompo Holdings (Asia) Pte Ltd. 

【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

Chief Executive Officer 

（最高経営責任者） 

Daniel Neo Chief Operating Officer 

（退任） Yuji Kawauchi Chief Executive Officer 

※Yuji Kawauchi は SOMPO Holdings の常務執行役員海外事業企画部長に就任します。 

Chief Operating Officer Yasuhiro Sasanuma Executive Director 

Head of Corporate Planning 

※2019 年 4 月 1日より、Sompo Holdings（Asia）は、南アジア地域に加えて、東アジア地域も統括・経営管理

を実施する予定です。 

 

 

 



別紙２ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

１．取締役および執行役員の異動 

【２０１８年１２月１８日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役専務執行役員 

業務改革推進部長 

飯豊 聡 取締役専務執行役員 

 

 

【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

常務執行役員 

海外事業企画部長 

川内 雄次 執行役員 

海外事業企画部 

特命部長 

２．執行役員の退任 

【２０１９年３月３１日付】 

 （氏 名） （現 職） 

退任 原 伸一 執行役員 

海外事業企画部長 

※原 伸一氏は、2019年4月1日付でＳＯＭＰＯホールディングス株式会社のグループＣＨＲＯ常務執行役員に就任する

予定です。 

３．その他の異動 

【２０１９年１月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

ＳＯＭＰＯホールディングス 

株式会社 

＜部長扱い＞ 

 

平野 友輔 ＳＯＭＰＯホールディングス 

株式会社 

＜リーダー扱い＞ 

 

ビジネスクリエーション部 

特命部長 

 

並木 洋平 ビジネスクリエーション部 

リーダー 

 

 

 



【２０１９年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

海外事業企画部 

（シンガポール） 

特命部長 

 

笹沼 靖弘 海外事業企画部 

（シンガポール） 

リーダー 

 

 


