
２０１９年３月６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．部室長の異動 

【２０１９年４月１日付】 
 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

 経営企画部 並木 洋平  シニアマーケット事業部 

 特命部長   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 

     

 事業管理部長 田中 栄次  経営管理室長 

     

 広報部長 新甚 博史  損害保険ジャパン日本興亜株式会社

    和歌山支店長 

     

 ＩＴ企画部長 田口 晃敏  ＩＴ企画部 

    担当部長 

     

 海外事業企画部 橋本 信市  人事部 

 （イスタンブール）   課長 

 特命部長    

（兼） 人事部    

 特命部長    

     

 シニアマーケット事業部 川部 弘明  経営企画部長 

 特命部長  （兼） シニアマーケット事業部 

    特命部長 

     

 人事部 藤野 修  損害保険ジャパン日本興亜株式会社

 特命部長   富山支店長 

     

 人事部 加藤 素樹  人事部 

 特命部長   課長 

     

 秘書部 鈴木 義泰  海外事業企画部 

 特命部長   （ロンドン） 

    特命部長 

   （兼） 秘書部 

    特命部長 

     

 内部監査部長 岩尾 玄  Ｓｏｍｐｏ Ｊａｐａｎ  
    Ｓｉｇｏｒｔａ 
    （イスタンブール） 
    ＜部長扱い＞ 

     



 監査役室 岩瀬 明  セゾン自動車火災保険株式会社 

 特命部長   ＜部長扱い＞ 



別紙２ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

１． 執行役員待遇の選任 

 

【２０１９年４月１日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     
 執行役員待遇 塩見 俊和    本店自動車営業第二部長 
 本店自動車営業第二部長    

 

 

２．その他の異動 

 

【２０１９年３月１９日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     
  東京業務部長 山村 琢也     東京業務部長 

(兼) 西東京支店長       

          

  神奈川業務部長 林 暁彦      神奈川業務部長 

(兼) 静岡業務部長   (兼) 静岡業務部長 

(兼) 静岡支店長       

 

 

【２０１９年４月１日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     
  セゾン自動車火災保険株式会社 木下 敦裕     ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 
  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 
          
  損保ジャパン日本興亜総合研究所 久司 敏史     損保ジャパン日本興亜総合研究所 
  株式会社     株式会社 
  ＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 
     
  損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 樋口 祥昭     甲信越業務部長 
  株式会社   (兼) 北陸業務部長 
  ＜部長扱い＞       
          
  損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 北田 圭介     損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 
  保険株式会社     保険株式会社 
  ＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 
          



  損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 延沢 哲也     損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 
  保険株式会社     保険株式会社 
  ＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 
          
  損保ジャパン日本興亜保険サービス 林 大介      東京法人営業部長 
  株式会社       
  ＜部長扱い＞       
          
  損保ジャパン日本興亜保険サービス 河村 太一     静岡業務部 
  株式会社     リーダー 
  ＜部長扱い＞       
          
  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 岩瀬 明      セゾン自動車火災保険株式会社 
  ＜部長扱い＞     ＜部長扱い＞ 
          
  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 岩尾 玄      Ｓｏｍｐｏ Ｊａｐａｎ  
  ＜部長扱い＞     Ｓｉｇｏｒｔａ 
        （イスタンブール） 
        ＜部長扱い＞ 
          
  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 木戸 安彦     損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 
  株式会社     保険株式会社 
  （大阪）     ＜部長扱い＞ 
  ＜部長扱い＞       
          
  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 澤田 良隆     山口支店長 
  株式会社       
  ＜部長扱い＞       
          
  ＳＯＭＰＯ Ｄｉｇｉｔａｌ 大原 克之     ＳＯＭＰＯ Ｄｉｇｉｔａｌ 
  Ｌａｂ，Ｉｎｃ．     Ｌａｂ，Ｉｎｃ． 
  （シリコンバレー）     （シリコンバレー） 
  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 
          
  ビジネスデザイン戦略部 久保田 和史    ビジネスデザイン戦略部 
  特命部長     リーダー 
          
  ビジネスクリエーション部長 小坂 佳世子    秘書部 
        特命部長 
          
  ビジネスプロセス革新部長 安藤 維康     業務品質部長 
          
  業務品質・コンプライアンス部 藤澤 陽一     茨城南支店長 
  特命部長       
          
  業務品質・コンプライアンス部 米本 裕至     コンプライアンス部 
  コンプライアンス室     （横浜） 
  特命部長     特命部長 
          
          
          
          



  業務品質・コンプライアンス部 坂口 久明     お客さま事故サポート部長 
  コンプライアンス室       
  （大阪）       
  特命部長       
          
  業務品質・コンプライアンス部 後藤 正英     山梨支店長 
  コンプライアンス室       
  特命部長       
          
  業務品質・コンプライアンス部 木下 聡      そんぽ２４損害保険株式会社 
  コンプライアンス室     ＜部長扱い＞ 
  （札幌）       
  特命部長       
          
  業務品質・コンプライアンス部 西部 龍郎     埼玉北支店長 
  コンプライアンス室       
  （仙台）       
  特命部長       
          
  調査部 司波 卓      ＩＴ企画部長 
  特命部長       
          
  調査部 鈴木 義泰     海外事業企画部 
  特命部長     （ロンドン） 
        特命部長 
          
  秘書部 岡田 英明     宮崎支店長 
  特命部長       
          
  人事部長 鷲見 隆充     秘書部 
        特命部長 
          
  人事部 藤野 修      富山支店長 
  特命部長       
          
  人事部 加藤 素樹     人事部 
  特命部長     リーダー 
          
  広報部長 新甚 博史     和歌山支店長 
          
  リスク管理部長 秋保 宏之     企画開発部長 
          
  リテール商品業務部 片瀬 正彦     リテール商品業務部 
  特命部長     リーダー 
          
  特約火災保険部長 山村 琢也     東京業務部長 
      (兼) 西東京支店長 
          
  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 花岡 健      ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 
  株式会社     株式会社 
  ＜首席技術調査役扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 
      



  企業マーケット推進室長 渡邉 勝      名古屋自動車開発部 
        特命部長 
          
  営業企画部 大野 昌彦     長野支店 
  特命部長     松本法人支社長 
          
  自動車営業推進部 馬場 志保     自動車営業推進部 
  首席システム調査役     リーダー 
          
  企画開発部 木村 達雄     ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 
  特命部長     （Ａｓｉａ） 
        （シンガポール） 
        ＜部長扱い＞ 
          
  保険金サービス企画部 出口 慶      大阪自動車保険金サービス部 
  特命部長     堺保険金サービス課長 
        ＜部長扱い＞ 
          
  ＳＯＭＰＯビルマネジメント 三浦 史野   総務部 
  株式会社     担当部長 
  ＜部長扱い＞       
      
  経理部 服部 晃士     経理部 
  首席経理調査役     担当部長 
          
  業務改革推進部長 坂本 俊樹     高松支店長 
          
  ＩＴ企画部長 田口 晃敏     ＩＴ企画部 
        特命部長 
          
  投融資部長 黒田 幸徳     ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 
        ＜リーダー扱い＞ 
          
  Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ  藤田 英二     Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  
  Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｔｄ．     Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 
  （ニューヨーク）     （シンガポール） 
  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 
          
  Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  河野 親由     海外事業企画部 
  Ｔｈａｉｌａｎｄ     リーダー 
  （バンコク）       
  ＜部長扱い＞       
          
  Ｓｏｍｐｏ Ｊａｐａｎ  橋本 信市     人事部 
  Ｓｉｇｏｒｔａ     リーダー 
  （イスタンブール）       
  ＜部長扱い＞       
          
  ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 笹沼 靖弘     ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 
  （Ａｓｉａ）     （Ａｓｉａ） 
  （シンガポール）     （シンガポール） 
  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 



  Ｕｎｉｔｅｄ Ｉｎｓ Ｃｏ． 長岡 威年     企業営業第一部長 
  Ｖｉｅｔｎａｍ       
  （ハノイ）       
  ＜部長扱い＞       
          
  お客さま事故サポート部長 小濵田 環     静岡保険金サービス部長 
          
  本店企業保険金サービス部長 斉藤 憲克     本店専門保険金サービス部長 
          
  本店自動車保険金サービス部長 井上 靖英     中国保険金サービス第一部長 
          
  本店専門保険金サービス部長 松川 辰也     関西火災新種保険金サービス部長 
          
  物流開発部長 山口 亮      青森支店長 
          
  物流開発部 中野 将人     東東京支店 
  特命部長     法人支社 
        担当部長兼支社長 
          
  航空宇宙保険部長 梅木 健一     ＳＪＮＫ ｄｏ Ｂｒａｓｉｌ 
(兼) ブローカー営業室長   (兼) Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ 
        （サンパウロ） 
        ＜部長扱い＞ 
          
  自動車開発第二部長 武田 正樹     Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ  
        Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｔｄ． 
        （ニューヨーク） 
        ＜リーダー扱い＞ 
          
  自動車開発第三部長 小牟禮 研司    札幌自動車営業部 
        第一課長 
          
  金融法人第一部長 清水 範之     コンプライアンス部長 
          
  企業営業第一部長 大田 徹哉     大阪企業営業第一部長 
          
  企業営業第八部長 鶴田 征也     Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ  
        Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｔｄ． 
        （シャーロット） 
        ＜部長扱い＞ 
          
  営業開発部長 為国 浩二     中部業務部長 
          
  団体・公務開発部長 天谷 智宏     福井支店長 
          
  東京業務部長 福島 純子     人事部 
        特命部長 
          
  本店自動車営業第三部長 石田 竜太郎    名古屋自動車営業部長 
          
  東京法人営業部長 鈴木 裕介     ＳＯＭＰＯビルマネジメント株式会社 
        ＜部長扱い＞ 



          
  東東京支店長 田中 泰介     三重自動車営業部長 
          
  西東京支店長 矢野 一成     長崎支店長 
          
  神奈川業務部長 林 暁彦      神奈川業務部長 
(兼) 静岡業務部長   (兼) 静岡業務部長 
      (兼) 静岡支店長 
          
  神奈川保険金サービス部長 前村 浩司    四国保険金サービス部長 
          
  横浜中央支店長 福井 圭      北北海道支店長 
          
  埼玉保険金サービス部長 茂見 祐二     甲信越保険金サービス部長 
          
  埼玉中央支店長 古元 真秀     大阪金融公務部長 
          
  千葉自動車営業部長 篠原 勝章     愛媛支店長 
          
  北北海道支店長 小林 護      千葉西支店 
        船橋支社 
        担当部長兼支社長 
          
  東北海道支店長 坂本 智義     内部監査部 
        特命部長 
          
  福島自動車営業部長 小野 悦也     岐阜中央支店 
        自動車営業課 
        担当部長兼課長 
          
  青森支店長 中川 勝      徳島支店長 
          
  岩手支店長 上野 好章     中国業務部長 
      (兼) 四国業務部長 
          
  関東保険金サービス第二部長 若林 常宏     保険金サービス企画部 
        特命部長 
          
  茨城自動車法人営業部長 佐藤 康太郎    福島自動車営業部長 
          
  茨城南支店長 堀 晶雄      久留米支店長 
          
  栃木支店長 大磯 崇雄     長岡支店長 
          
  静岡保険金サービス部長 遠藤 平眞     人事部 
        リーダー 
          
  静岡支店長 山本 耕平     東東京支店長 
          
  中部業務部長 佐々木 純     埼玉中央支店長 
          
          



  中部保険金サービス部 岡野 美雪     内部監査部 
  特命部長     担当部長 
          
  名古屋自動車営業部長 成田 昌博     新潟自動車営業部 
        第一課長 
          
  三重自動車営業部長 小暮 啓介     九州自動車営業部 
        第二課長 
          
  甲信越業務部長 北田 光穂     損保ジャパン日本興亜保険サービス 
(兼) 北陸業務部長     株式会社 
        ＜部長扱い＞ 
          
  甲信越保険金サービス部長 松崎 由幸     内部監査部 
        担当部長 
          
  長岡支店長 原山 みゆき    金沢支店 
        小松支社長 
          
  山梨支店長 伊藤 真司     本店自動車営業第三部長 
          
  富山支店長 越川 誠      東北海道支店長 
          
  福井支店長 竹生 知子     福井支店 
        担当部長 
          
  関西火災新種保険金サービス部長 小笹 博之     保険金サービス企画部 
        リーダー 
          
  大阪自動車営業第二部長 山口 直孝     茨城自動車法人営業部長 
          
  大阪企業営業第一部長 川上 潤哉     企業マーケット推進室長 
          
  大阪金融公務部長 北村 和義     横浜支店 
        営業第一課 
        担当部長兼課長 
          
  関西企業営業部長 木田 浩      航空宇宙保険部長 
      (兼) ブローカー営業室長 
          
  大阪南支店長 森山 学      広島自動車営業部長 
          
  神戸支店長 吉田 正昭     千葉自動車営業部長 
          
  和歌山支店長 関 直樹      沖縄支店長 
          
  中国業務部長 平山 隆文     自動車開発第二部長 
(兼) 四国業務部長       
          
  中国保険金サービス第一部長 越野 直義     東京保険金サービス部 
        江東保険金サービス課 
        担当部長兼課長 



          
  広島自動車営業部長 緒勝 弘宗     広島自動車営業部 
        特命部長 
          
  山口支店長 田平 秀幸     営業企画部 
        リーダー 
          
  四国保険金サービス部長 福上 重隆     九州保険金サービス第一部 
        担当部長 
          
  高松支店長 中川 勝史     秘書部 
        リーダー 
          
  徳島支店長 高丘 泰則     企業営業第五部 
        第二課 
        担当部長兼課長 
          
  愛媛支店長 手銭 建太     経営企画部 
        リーダー 
          
  久留米支店長 秋田 洋康     福島支店 
        郡山支社 
        担当部長兼支社長 
          
  長崎支店長 嶋田 哲也     企画開発部 
        担当部長 
          
  熊本支店長 鬼木 幹生     営業開発部長 
          
  宮崎支店長 黒田 康晴     札幌法人営業部 
        営業第一課 
        担当部長兼課長 
          
  沖縄支店長 酒井 隆正     内部監査部 
        担当部長 
 


