
２０１８年３月２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．執行役員の異動 

【２０１８年４月１日付】 
 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

常務執行役員 ナイジェル フラッド 常務執行役員 
海外戦略室長 

 
２．その他の異動 

【２０１８年４月１日付】 
 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

 経営企画部長 川部 弘明  ＳＪＮＫ ｄｏ Ｂｒａｓｉｌ 

  （兼）Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ 

   ＜部長扱い＞ 

   

 デジタルベンチャー室長 江口 武彦  デジタル戦略部 

   特命部長 

   

 海外事業企画部 佐藤 直志  東アジア部長 

 特命部長   

   

 海外事業企画部 鈴木 義泰  Ｃａｎｏｐｉｕｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

 （ロンドン）   ＜部長扱い＞ 

 特命部長   

   

 海外戦略室長 森戸 哲也  海外戦略室 

   課長 

   

 シニアマーケット事業部長 久米 康樹  介護・ヘルスケア事業部長 

   

   

 シニアマーケット事業部 矢野 功  理事 

 特命部長   介護・ヘルスケア事業部 

   特命部長 

   

 シニアマーケット事業部 伊坂 健  介護・ヘルスケア事業部 

 特命部長   特命部長 

（兼）認知症プロジェクト推進室長   

   

 シニアマーケット事業部 仙波 太郎  介護・ヘルスケア事業部 

 特命部長   特命部長 

   

 人事部 福島 純子  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 特命部長   新潟自動車営業部長 

   



 秘書部長 石川 耕治  秘書部 

（兼）グループＣＥＯサポート室長   特命部長 

   

   

 法務部長 野間 豊史  内部統制部長 

   

   

 リスク管理部長 高橋 幸嗣  Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

    Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 

   ＜部長扱い＞ 

   

 リスク管理部 安田 篤  内部統制部 

 （サンパウロ）   （サンパウロ） 

 特命部長   特命部長 

   

 リスク管理部 橋元 勝弥  ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社 

 特命部長  （兼）ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社 

   ＜部長扱い＞ 

   

 リスク管理部 魚谷 宜弘  海外戦略室 

 （ニューヨーク）   （ニューヨーク） 

 特命部長   担当部長 

 

 
  

   

 

 
 

 

 



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 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社では、従来の理事制度を廃止し、顕著な成果を継続的に発揮し、

執行役員に準じる役割を担う社員について、「執行役員待遇」として選任する制度を新設しました。 
 

【２０１８年４月１日付】 
 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

 執行役員待遇 乗田 正     理事 
 大阪南支店長   大阪南支店長 
     
 執行役員待遇 末松 一也    理事 
 物流開発部長   物流開発部長 
     
 執行役員待遇 松広 清     理事 
 総務部長   総務部長 
     
 執行役員待遇 佐藤 浩     理事 
 岡山支店長   岡山支店長 
     
 執行役員待遇 進藤 盛之    理事 
 名古屋自動車開発部長   名古屋自動車開発部長 
     
 執行役員待遇 久保寺 慶治   理事 
 本店自動車営業第一部長   本店自動車営業第一部長 

 

 

２．その他の異動 

 

【２０１８年３月２７日付】 
 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

 中部業務部長 為国 浩二       中部業務部長 
（兼）三重支店長    
     

 



【２０１８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 水野 洋一    損保ジャパン日本興亜保険サービス 
 ＜部長扱い＞   株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 ＳＯＭＰＯキャリアスタッフ 鈴木 裕介    神奈川業務部長 
 株式会社  （兼） 静岡業務部長 
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 伊藤 健司    ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 
 株式会社   株式会社 
 ＜部長扱い＞   ＜部長扱い＞ 
     
 ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 柱本 裕     セゾン自動車火災保険株式会社 
 ＜部長扱い＞   ＜部長扱い＞ 
     
 損保ジャパン日本興亜保険サービス 山中 隆志    損保ジャパン日本興亜保険サービス 
 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保険サービス 岡田 一郎    秋田支店長 
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 損保ジャパン日本興亜保険サービス 村本 正大    愛知東支店長 
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 損保ジャパン日本興亜保険サービス 疋田 建一    群馬支店長 
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯチャレンジド株式会社 谷 佳明    関西総務部長 
 ＜部長扱い＞    
 ※ＳＯＭＰＯチャレンジドは２０１８年４月２日設立予定です。 
     
 ＳＯＭＰＯビジネスサービス 有堀 誠二    リテール商品業務部 
 株式会社   特命部長 
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯホールディングス 高橋 幸嗣    Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  
 株式会社   Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 
 ＜部長扱い＞   ＜部長扱い＞ 
     
 ＳＯＭＰＯホールディングス 川部 弘明    ＳＪＮＫ ｄｏ Ｂｒａｓｉｌ 
 株式会社  （兼） Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ 
 ＜部長扱い＞   ＜部長扱い＞ 
  



 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 三條 紀明    医療・福祉開発部長 
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント 足立 佳史    東京法人営業部長 
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯケアメッセージ 山下 和郎    埼玉業務部長 
 株式会社  （兼） 千葉業務部長 
（兼） ＳＯＭＰＯケアネクスト    
 株式会社    
 ＜部長扱い＞    
     
 コンプライアンス部長 清水 範之    企業営業推進部長 
     
 コンプライアンス部 橋元 勝弥    ＳＯＭＰＯケアメッセージ 
 特命部長   株式会社 
   （兼） ＳＯＭＰＯケアネクスト 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 コンプライアンス部 佐野 淳     中国業務部長 
 特命部長    
     
 コンプライアンス部 山端 豪     山陰支店長 
 特命部長    
     
 コンプライアンス部 嶋田 行輝    コンプライアンス部 
 （広島）   （静岡） 
 特命部長   特命部長 
     
 コンプライアンス部 斎藤 卓     北海道保険金サービス部長 
 （さいたま）    
 特命部長    
     
 法務部長 野間 豊史    ＳＯＭＰＯホールディングス 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 秘書部 小坂 佳世子   人事部 
 特命部長   特命部長 
     
 秘書部 鷲見 隆充    ＳＯＭＰＯケアメッセージ 
 特命部長   株式会社 
   （兼） ＳＯＭＰＯケアネクスト 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 人事部 福島 純子    新潟自動車営業部長 
 特命部長    
     



 内部監査部長 酒井 香世子   秘書部 
    特命部長 
     
 内部監査部 坂本 智義    損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 
 特命部長   保険株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 リスク管理部長 伊豆原 孝    ＳＯＭＰＯホールディングス 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
   （兼） リスク管理部長 
     
 ＳＯＭＰＯホールディングス 魚谷 宜弘    ＳｏｍｐｏＡｍｅｒｉｃａ Ｉｎｓ  
 株式会社   Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 
 （ニューヨーク）   （ニューヨーク） 
 ＜部長扱い＞   ＜担当部長扱い＞ 
     
 リテール商品業務部長 山本 謙介    秘書部 
    特命部長 
     
 コマーシャルビジネス業務部長 中嶋 陽二    企業商品業務部長 
     
 コマーシャルビジネス業務部 和気 邦好    金融法人第二部長 
 特命部長    
     
 海上保険室長 吉田 知之    企業営業第二部 
    第一課長 
     
 再保険室長 槙 絵美子  保有・再保険室長 
     
 企業マーケット推進室長 川上 潤哉    東北業務部長 
     
 営業企画部長 中西 貴志  営業推進部長 
     
 営業企画部 那須 正尚    営業推進部 
 特命部長   担当部長 
     
 ＳＯＭＰＯビジネス 薄葉 将臣    内部監査部 
 ソリューションズ株式会社   特命部長 
 ＜部長扱い＞    
     
 企画開発部 丸岡 智人    企業営業第五部 
 特命部長   第一課 
    担当部長兼課長 
     
 保険金サービス企画部長 中田 益見    九州保険金サービス第一部長 
     
 業務改革推進部長 金子 和久    経営企画部 
    特命部長 
     
 業務改革推進部 角田 理     地区サポート部 
 特命部長   特命部長 



 海外事業企画部 佐藤 直志    東アジア部長 
 特命部長    
     
 海外事業企画部 鈴木 義泰    Ｃａｎｏｐｉｕｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 
 （ロンドン）   ＜部長扱い＞ 
 特命部長    
     
 Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  石垣 吉彦    海上保険室長 
 Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ    
 （シンガポール）    
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＪＮＫ ｄｏ Ｂｒａｓｉｌ 梅木 健一    Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ 
（兼） Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ   ＜リーダー扱い＞ 
 （サンパウロ）    
 ＜部長扱い＞    
     
 ＳＯＭＰＯホールディングス 森戸 哲也    ＳＯＭＰＯホールディングス 
 株式会社   株式会社 
 ＜部長扱い＞   ＜リーダー扱い＞ 
     
 海外事業企画部 鷲辺 秀宣    欧州・南米部 
 ヨハネスブルグ駐在員事務所   ヨハネスブルグ駐在員事務所 
 特命部長   特命部長 
     
 物流開発部 宮原 泰史    企業営業推進部 
 特命部長   特命部長 
     
 物流開発部 下 浩一郎    企業営業推進部 
 特命部長   特命部長 
     
 医療・福祉開発部長 関 泰章     企画開発部 
    特命部長 
     
 名古屋自動車開発部 渡邉 勝     企業営業推進部 
 特命部長   リーダー 
     
 金融法人第二部長 渡邉 健司    調査部 
    特命部長 
     
 企業営業第四部長 勝澤 誠     千葉支店長 
     
 企業営業第五部長 出村 吉章    福岡支店長 
     
 企業営業第七部長 中野 育哉    関西第一業務部長 
     
 情報通信産業部長 藤津 琢也    高松支店 
    法人支社長 
     
 東京保険金サービス部長 小竹 克彦    保険金サービス企画部 
    特命部長 
     



 東京法人営業部長 林 大介   東京中央支店長 
     
 モーターチャネル営業部長 上野 俊郎   ＳＳ営業開発部長 
     
     
 北東京支店長 上曽 博     長野支店長 
     
 神奈川業務部長 林 暁彦     熊本支店 
（兼） 静岡業務部長   熊本第二支社 
    担当部長兼支社長 
     
 横浜自動車営業部長 荒川 友裕    大阪自動車営業第一部長 
     
 神奈川支店長 湯口 浩徳    北陸業務部長 
   （兼） 甲信越業務部長 
     
 埼玉業務部長 川地 邦夫    損保ジャパン日本興亜保険サービス 
（兼） 千葉業務部長   株式会社 
    ＜リーダー扱い＞ 
     
 埼玉支店長 谷口 徹     関東業務部長 
     
 千葉保険金サービス部長 大木 雅人    仙台自動車営業部長 
     
 千葉支店長 水越 真一郎   北陸自動車営業部長 
     
 北海道保険金サービス部長 小山 靖彦    千葉保険金サービス部 
    柏保険金サービス課長 
     
 札幌法人営業部長 萩之内 誠    鹿児島支店 
    法人支社長 
     
 南北海道支店長 鹿毛 裕之    名古屋支店 
    名古屋東支社長 
     
 東北業務部長 小柳 雅一    団体・公務開発部 
    第二課 
    担当部長兼課長 
     
 東北保険金サービス部長 小柳 清光    内部監査部 
    特命部長 
     
 仙台自動車営業部長 栄祝 卓夫    千葉自動車営業部 
    第一課長 
     
 秋田支店長 岡田 淳     ＳＯＭＰＯホールディングス 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     
 仙台支店長 坂口 康志    関西第二業務部長 
     
     



 関東業務部長 姫野 忠     内部監査部 
    特命部長 
     
 茨城自動車法人営業部 新井 馨     茨城自動車法人営業部 
 特命部長   担当部長 
     
 茨城支店長 浪川 洋一    南北海道支店長 
     
 群馬自動車営業部長 中山 哲也    自動車開発第一部 
    営業第二課長 
     
 群馬支店長 松尾 隆志    営業推進部 
    リーダー 
     
 静岡自動車営業部長 奥村 義康    ＳＯＭＰＯホールディングス 
    株式会社 
    ＜リーダー扱い＞ 
     
 中部業務部長 為国 浩二    中部業務部長 
   （兼） 三重支店長 
     
 愛知東支店長 和田 克幸    群馬自動車営業部長 
     
 岐阜中央支店長 重定 祐輝    人事部 
    リーダー 
     
 三重支店長 細山田 誠二   埼玉支店長 
     
 甲信越業務部長 樋口 祥昭    大阪企業営業第一部 
（兼） 北陸業務部長   第四課 
    担当部長兼課長 
     
 新潟自動車営業部長 中村 紀彦    本店自動車営業第三部 
    モーター営業開発課 
    担当部長兼課長 
     
 新潟支店長 松本 康宏    事務企画部長 
     
 長野支店長 柳 三樹     札幌支店長 
     
 北陸自動車営業部長 西岡 克敏    横浜自動車営業部長 
     
 金沢支店長 佐々木 一光   経営企画部 
    リーダー 
     
 関西総務部長 大川内 由美子  人事部 
    担当部長 
     
 関西第一業務部長 足立 敦     ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 
    株式会社 
    ＜部長扱い＞ 
     



 関西第一業務部 牛場 克彦    京都企業営業部長 
 特命部長    
     
 大阪自動車保険金サービス部長 藤井 昭彦    千葉保険金サービス部長 
     
 大阪自動車営業第一部長 岸 照雄     神戸自動車営業部長 
     
 神戸自動車営業部長 高田 吉隆    九州自動車営業部長 
     
 大阪企業営業第二部長 中村 隆久    企業営業推進部 
    特命部長 
     
 関西企業営業部長 鳥井 隆久    大阪企業営業第二部長 
     
 大阪北支店長 上野 彰紀    北東京支店長 
     
 関西第二業務部長 山本 政明    秋田支店 
    法人支社 
    担当部長兼支社長 
     
 関西保険金サービス部長 板倉 吉仁    中国保険金サービス第二部長 
     
 京都支店長 中條 太志    仙台支店長 
     
 奈良支店長 横大路 清一   横浜中央支店 
    川崎支社 
    担当部長兼支社長 
     
 中国業務部長 上野 好章    四国業務部長 
（兼） 四国業務部長    
     
 中国保険金サービス第二部長 相澤 春彦    大阪自動車保険金サービス部 
    大阪保険金サービス第三課 
    担当部長兼課長 
     
 広島支店長 市川 進一    静岡自動車営業部長 
     
 山陰支店長 小泉 俊也    北東京支店 
    新宿支社 
    担当部長兼支社長 
     
 九州保険金サービス第一部長 村上 裕俊    保険金サービス企画部 
    リーダー 
     
 九州自動車営業部長 長谷川 隆    企画開発部 
    担当部長 
     
 福岡支店長 河野 泰之    企業営業第四部 
    第二課 
    担当部長兼課長 
     
     



 佐賀支店長 片田 真理    宮崎支店 
    延岡支社長 
 
 


