
東京海上日動火災保険株式会社（社長　広瀬　伸一）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。

以　上

 

２０２２年２月１８日
東京海上日動火災保険株式会社

役員、理事および部店長に関する人事異動のお知らせ



Ⅰ.役員の人事異動

東京海上日動火災保険株式会社（社長　広瀬 伸一）は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員に関

する人事異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

２０２２年　４月　１日付予定の役員人事

１．役員の異動（予定）

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾗｼﾏ  ｱｷﾗ
取締役副社長                                      　　原島　朗          　 専務取締役

ｲﾄｳ   ﾅｵﾔ
専務執行役員                                      　　伊藤　直哉        　 専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾐ    ﾃﾂﾔ
専務執行役員                                      　　鷲見　哲也        　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶﾀﾞ  ｹﾝｼﾞ
専務取締役                                        　　岡田　健司        　 常務取締役

（代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｼﾀﾞ  ﾏｻｺ
常務取締役                                        　　吉田　正子        　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾗﾀﾞ  ｽｽﾑ
常務執行役員                                      　　原田　晋          　 常務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｲﾂ   ﾔｽﾐ
常務執行役員                                      　　新津　靖実        　 常務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ
常務執行役員                                      　　遠藤　良成        　 常務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｼﾞｵｶ ｷﾖｼ
常務執行役員                                      　　味岡　聖          　 執行役員

（個人商品業務部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾘｭｳ  ﾋﾛﾉﾘ
常務執行役員                                      　　桐生　裕規        　 執行役員

（ＴＭＳＴＨ社・バンコク（アジア）首席駐
在員）

ﾌﾅﾊｼ ﾅｵﾔｽ
常務執行役員                                      　　船橋 直靖 執行役員

（本店営業第五部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｼｲ   ﾖｼﾉﾘ
常務取締役                                        　　石井　喜紀        　 執行役員

（法務部長）
 および　東京海上ホールディングス（株）
執行役員（法務コンプライアンス部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜﾀﾞ   ｷﾖｼ
常務取締役                                        　　和田　清          　 執行役員

（米国部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾓﾘ   ﾏｻﾄｼ
常務執行役員                                      　　小森　政俊        　 執行役員

（総合営業第一部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｿｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ
常務執行役員                                      　　細島　英一        　 執行役員

（企業商品業務部長）

　　 　



２．新任役員候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶｻﾞﾄ ｶﾂﾐ
専務執行役員                                      　　中里　克己        　 常務待遇

（東京海上日動あんしん生命保険（株）取締
役社長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻﾄｳ   ｼﾞｭﾝｺ
執行役員
（ウェルネス保険金サポート部長）

佐藤　順子        　 理事　本店損害サービス第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼ ｸﾆﾋｺ
執行役員
（海外事業企画部　担当部長）

東　邦彦          　 理事待遇　出向（東京海上ホールディングス
（株）海外事業企画部  担当部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｺ
執行役員
（愛知南支店長）

山口　史子        　 理事待遇　出向（（株）東京海上日動パート
ナーズ東海北陸 勤務）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾀｹﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ
執行役員
（リスク管理部長）

畠山　毅一郎      　 出向（東京海上ホールディングス（株）海外
事業企画部　担当部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｷﾗ   ﾕﾀｶ
執行役員
（企業営業開発部長）

明樂　裕          　 理事　企業営業開発部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾊﾗ  ﾖｼｱｷ
執行役員
（投資運用部長）

中原　好謙        　 理事　投資運用部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗｲ   ﾏｻﾋﾄ
執行役員
（ＴＭアジア社・シンガポール（アジ
ア）駐在員）

平井　正仁        　 理事　ＴＭアジア社・シンガポール（アジ
ア）駐在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾀ   ﾏｻﾋﾛ
執行役員
（損害サービス業務部長）

太田　征宏        　 理事　損害サービス業務部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾛﾀ   ﾋﾛｱｷ
執行役員
（営業企画部長）

城田　宏明        　 理事　営業企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾞﾇﾏ ｻﾄｼ
執行役員
（海外事業企画部長）

長沼　聡史        　 出向（東京海上ホールディングス（株）海外
事業企画部　担当部長）

ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄｼ
執行役員
（人事企画部長）

守山 聡 人事企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶｼﾏ  ｼｭｳｻｸ
執行役員
（広報部長）

髙島　周作        　 広報部長

ｵｶﾑﾗ  ﾀｶｼ
執行役員待遇                                   　　岡村　貴志        　 理事　公務第二部 担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺｲｹ   ﾏｻﾋﾛ
執行役員待遇                                   　　小池　昌洋        　 出向（東京海上ホールディングス（株）経営

企画部長）

３．新任フェロー候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽﾐ  ﾀｶﾕｷ
フェロー待遇 住  隆幸         　 出向（東京海上ホールディングス（株）デジ

タル戦略部　専門部長）

（フェローとは、役員待遇で高度な専門性を発揮して企業価値の向上に貢献する役割を担う者のことを
いいます。）



４．２０２２年　３月３１日付退任予定役員

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ
退任                                          　　北沢　利文        　 取締役副会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾕｱｻ   ﾀｶﾕｷ
退任                                          　　湯浅　隆行        　 取締役副社長

（代表取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾝﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ
退任                                          　　半田　禎          　 専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ
退任                                          　　川口　伸吾        　 専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾉｺｷﾞ   ﾐﾂﾙ
退任                                          　　鹿子木　満        　 常務執行役員

ｳﾒﾀﾞ  ｺｳｷ
退任                                          　　梅田　恒樹 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｺｲ   ﾌﾐｱｷ
退任                                          　　横井　文昭        　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳﾗﾉ   ｼﾝｼﾞ
退任                                          　　浦野　伸司        　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾅﾃﾞﾗ ﾂｶｻ
退任                                          　　稲寺　司          　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｾｷﾈ   ｶｽﾞﾋﾄ
退任                                          　　関根　和人        　 常務執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘ  ﾐﾜｺ
退任                                          　　森　美和子        　 執行役員（東海・北陸業務支援部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｯｶﾜ  ﾏｻﾔ
退任                                          　　吉川　雅也        　 執行役員（横浜中央支店長）

２０２２年６月下旬の株主総会日付け予定の役員人事

１．役員の異動（予定）

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
ﾐｹ 　 ｶﾈﾂｸﾞ

取締役（社外取締役） 三毛　兼承　 （注）三毛氏は、現在株式会社三菱UFJフィナ
ンシャル・グループ取締役執行役会長です。

２．新任監査役候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾊﾝﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ
常勤監査役 半田　禎          　 専務取締役

＊２０２２年３月３１日付で専務取締役を退
任予定です。

３．退任予定監査役

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾀｶﾗﾍﾞ ﾀｹｼ 
退任 財部　剛 常勤監査役

４．退任予定取締役・執行役員

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾛﾔﾅｷﾞﾉﾌﾞｵ 
退任 畔柳 信雄 取締役（社外取締役）

「取締役副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」は、それぞれ「取締役　兼　副社長執行役員」、
「取締役　兼　専務執行役員」、「取締役　兼　常務執行役員」です。

＊６月下旬の東京海上ホールディングス（株）の定時株主総会日付
で同社の常勤監査役に就任予定です。

＊７月１日付で（株）東京海上日動ＨＲＡの取締役社長に就任予定
です。



Ⅱ.理事の人事異動

１．２０２２年　４月　１日付の人事異動（予定）

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　 ｲｿﾀﾞ  ﾀｶｼ
理事　関西エリアサービス部長 磯田　卓          　 理事　関西業務支援部長

　 ｱﾏﾉ   ｼｮｳｲﾁﾛｳ
理事　情報通信ソリューション部長 天野　正一郎      　 理事　情報産業部長

　 ｳｲ    ﾋﾃﾞｵ
理事　航空宇宙・旅行産業部長 宇井　秀夫        　 理事　航空保険部長

　 ｵｵﾀﾆ  ｽｽﾑ
理事　本店損害サービス第一部長 大谷　晋          　 理事　名古屋損害サービス第一部長

　 ｳｴﾉ   ｻﾄﾐ
理事　山口支店長 上野　里美        　　理事　高知支店長

　 ｱﾘﾀ   ﾕｷｵ
理事　アジア部長 有田　幸央        　　　　　理事　ＴＭアジア社・シンガポール（アジ

ア）駐在員

　 ﾖｻﾉ     ﾐﾉﾙ
理事　個人商品業務部長 与謝野　稔        　 理事　個人商品業務部　担当部長

　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ
理事　名古屋営業第三部長 渡邊　崇志        　 理事　自動車営業開発部長

　 ﾎﾘｴ   ﾃﾂﾛｳ
理事　自動車営業開発部長 堀江　哲朗        　 理事　名古屋営業第三部長

　
２．２０２２年　４月　１日付理事就任候補

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾄｸﾀﾞ  ﾊｼﾞﾒ
理事　人事企画部　担当部長 徳田　元 人事企画部　担当部長

　 ﾊﾏｲ   ﾄｼﾛｳ
理事　札幌自動車営業部長 濵井　敏郎        　 札幌自動車営業部長

 　 ｻﾄｳ   ｼｹﾞﾐ
理事　業務品質部長 佐藤　重実        　　業務品質部　担当部長

　 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ
理事　静岡損害サービス部長 宮嵜　誠          　 静岡損害サービス部長

　 ﾂｹﾞ   ｼﾝｲﾁﾛｳ
理事　ＣＸ・プロセスデザイン部長 柘植　信一郎      　　ＣＸ・プロセスデザイン部長

　 ｶﾔﾇﾏ  ﾐﾂﾋｺ
理事　船舶営業部長 栢沼　光彦        　 船舶営業部長

　 ﾑﾗﾉ   ｺﾞｵﾀ
理事　ＩＴ企画部　担当部長 村野　剛太        　　　　ＩＴ企画部　担当部長

　 ｺｲﾃﾞ  ｶｽﾞｼ
理事　営業開発部　担当部長 小出　和志        　　営業開発部　担当部長

　 ﾑﾗﾀ   ﾖｼｱｷ
理事　法務部長 村田　喜昭        　　本店営業第三部長

　 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｷｺ
理事　東京新都心支店長 永谷　麻紀子      　　関東業務支援部長

　 ﾊｼﾓﾄ  ｺｳｽｹ
理事　海上業務部長 橋本　浩介        　 海上業務部長

　 ｶﾜｽｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ
理事　岐阜支店長 川杉　朋弘        　　岐阜支店長

　 ｳｶｲ   ｱｷﾋﾛ
理事　総務部　担当部長 鵜飼　章弘        　　　　　　総務部　担当部長

　 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐﾂﾏｻ
理事　関西損害サービス第一部長 兵頭　詳正        　 関西損害サービス第一部長

　 ﾂﾂﾐ  ﾉﾌﾞﾋﾛ
理事　関西営業第一部長 堤　伸浩          　 関西営業第一部長

　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ
理事　ｄＸ推進部長 渡部　光明        　　　ｄＸ推進部長



　 ﾊﾞﾄﾘ  ｼﾝｺﾞ
理事待遇 馬鳥　慎吾        　　　　出向（東京海上ホールディングス（株）海外

事業企画部　担当部長）

　 ﾊﾗ  ﾋﾛｼ
理事待遇 原　裕            　　　経理部　担当部長
　 ﾉｻﾞﾜ  ｻﾄｼ
理事待遇 野澤　聡          　　出向（東京海上日動あんしん生命保険（株）

企画部長）

　 ﾀｹｲ   ﾄｼｵ
理事待遇 武井　紀雄        　　　出向（東京海上ホールディングス（株）ＩＴ

企画部長）

　 ﾀﾏｷ   ｱﾂｼ
理事待遇 玉木　淳          　　　東京海上日動（中国）社・上海（上海）駐在

員

　 ｸｽﾀﾆ  ﾏｻﾙ
理事待遇 楠谷　勝          　　　　出向（東京海上ホールディングス（株）デジ

タル戦略部長）

３．２０２２年　３月　３１日付退任予定理事

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾌﾀﾑﾗ  ﾘｭｳｽｹ
退任                                          　　二村　隆介        　　　　　理事　ＴＭアジア社・シンガポール（アジ

ア）駐在員

　 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ
退任                                          　　山崎　曜太        　　理事　業務品質部長

ﾐｷ    ｼﾝｷﾁ
退任                                          　　三木　晋吉        　　理事　アジア部長

ｲﾄｳ   ﾏｻﾕｷ
退任                                          　　伊藤　雅之        　 理事　公務第二部長

ﾄﾐﾏﾂ  ｷﾐｱﾂ
退任                                          　　富松　公篤        　 理事　金融法人部長

ｼﾓﾉ   ﾉﾘﾋﾛ
退任                                          　　下野　徳弘        　 理事　本店損害サービス第一部長

ﾐｷ    ﾖｼﾄ
退任                                          　　三木　仁人        　 理事　名古屋自動車営業第一部長

ｽｽﾞﾔ  ｱﾂﾋﾛ
退任                                          　　鈴谷　篤広        　　　理事　東北業務支援部長

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉﾘﾁｶ
退任                                          　　萩原　則親        　 理事　横浜ベイサイド支店長

ｷｸﾗ   ﾀﾞｲｽｹ
退任                                          　　鬼倉　大助        　　理事　愛知南支店長

ｲｶﾞﾗｼ   ﾀｸﾔ
退任                                          　　五十嵐　琢也      　　理事　リスク管理部長

ｲｼｲ   ﾋﾃﾞｷ
退任                                          　　石井　秀樹        　　理事　大阪自動車営業第一部長

　



Ⅲ.部店長の人事異動

２０２２年　４月　１日付の人事異動（予定）

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ
総合営業第一部長　　 藤本　直季        　　長崎支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｼﾞ
ライフデザイン部長　　 渋谷　圭司        　　出向（東京海上日動あんしんコンサルティン

グ（株）勤務）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｶﾓﾄ  ﾏｺﾄ
本店営業第三部長 坂本　真          　 本店営業第三部　担当部長

ﾀｲﾗｸ ﾋﾃﾞｷ 
本店営業第四部長　　　　　　 太楽 英紀 内部監査部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶﾋﾛ  ｶｽﾞﾔ
本店営業第五部長　　　　　　 髙廣　和弥        　　　　出向（東京海上ホールディングス（株）海外

事業企画部　担当部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐｽﾞﾉ  ｶｽﾞﾕｷ
化学産業営業部長 水野　一幸        　 本店営業第四部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｶﾓﾄ  ｶｽﾞｷ
東京自動車営業第二部長 坂本　和紀        　 名古屋自動車営業第三部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾏｲ   ｴｲﾀ
東京自動車営業第四部長 今井　栄太        　 九州自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂﾀﾞ  ﾂﾖｼ
北海道エリアサービス部長　　　　 松田　剛          　　　北海道業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾗ  ﾋﾛﾋﾃﾞ
旭川支店長 原　博英          　　　東海・北陸業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏﾈ   ﾀｸ
東北エリアサービス部長 山根　拓          　　業務品質部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾌﾞﾛｳ
仙台自動車営業部長 山本　三郎        　 営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｸﾀﾞ  ｺｳｼﾞﾛｳ
秋田支店長 福田　宏次郎      　　金融法人部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾂﾂｲ   ﾏｻﾕｷ
山形支店長 筒井　政行        　　　　　　　人事企画部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾅｶ   ﾏｻﾔ
福島自動車営業部長　　 田中　政也        　　東京自動車営業第三部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘﾀ   ｱｷﾋﾄ
東北損害サービス部長　　　　 森田　晃史        　　　損害サービス業務部　担当部長

ｵｵﾄﾓ ﾅｵﾄ
関東エリアサービス部長 大友 直人 公務第二部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾑﾗｶﾐ  ｺｳｲﾁ
埼玉自動車営業第一部長 村上　康一        　　熊本支店　次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾆｼ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
埼玉自動車営業第二部長　　 大西　純一郎      　 青森支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶﾞﾜ  ﾏｻｷ
千葉自動車営業部長　　 小川　将希        　　旭川支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｹｳﾁ  ｹﾝ
公務第二部長　　 武内　健          　　ライフプロ営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾝﾁ   ｼｹﾞｵ
金融法人部長 新地　挙雄        　 化学産業営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｶﾞﾅﾐ ﾀｹﾋｺ
ライフプロ営業部長 菅波　健彦        　　広域法人部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｲ  ｹｲｼﾞ
横浜中央支店長 南井　敬司        　　中国・四国業務支援部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏﾅｶ  ｼﾝﾀﾛｳ
横浜自動車営業部長 山中　真太郎      　 仙台自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾖｼ
横浜ベイサイド支店長 中島　規孔        　 栃木支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ
東海・北陸エリアサービス部長 近藤　正浩        　 本店営業第四部　担当部長



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾔ    ｼﾞﾛｳ
福井支店長 嘉屋　次郎        　　栃木支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ
愛知北支店長 古林　幸二        　　和歌山支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｵ
名古屋自動車営業第一部長 渡辺　敦夫        　 東京自動車営業第四部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗﾉ   ﾃﾂﾔ
名古屋自動車営業第二部長　　 平野　哲也        　　広報部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｻｲ   ﾅｵﾋｺ
名古屋自動車営業第三部長 葛西　直彦        　 自動車営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ
名古屋損害サービス第一部長 清水　隆仁        　 東北損害サービス部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼﾋﾃﾞ
東海損害サービス第二部長　　　　 中村　嘉秀        　　　本店損害サービス第一部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｹﾀﾞ  ﾋﾛｶｽﾞ
三重支店長 池田　博一        　　営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗﾏ   ﾏﾅﾌﾞ
三重自動車営業部長　　 平間　学          　　ＩＴＧＩ社・ニューデリー（アジア）駐在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼｹﾞﾀ  ｶｽﾞﾋｺ
大阪自動車営業第一部長 茂田　和彦        　 千葉自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶﾉ   ﾏｻｷ
和歌山支店長 岡野　正樹        　　西東京支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻｸﾉ    ｱﾂｼ
西日本船舶営業部長 朝来野　敦        　 船舶営業部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜｹ    ﾋﾛﾉﾘ
神戸自動車営業部長 和気　弘典        　 東京自動車営業第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾑｶｲ ﾏｻﾋｺ
神戸損害サービス部長　　 向　雅彦          　　神戸損害サービス部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻｷ
中国・四国エリアサービス部長　　　　　　小平　正樹        　　　　関西業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾝﾏ   ﾃﾂｼﾞ
中国自動車営業第一部長 本間　哲二        　 名古屋自動車営業第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｻｷ     ﾄｵﾙ
愛媛支店長 佐々木　徹        　　九州業務支援部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼ  ﾕｷﾋﾛ
高知支店長 西　幸浩          　　　個人商品業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂﾓﾄ  ｻﾄﾙ
四国自動車営業部長 松本　哲          　 埼玉自動車営業第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾜﾐ   ﾅｵｷ
四国損害サービス部長 岩見　直樹        　 損害サービス業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾄﾞｼﾏ ﾀｶｼ
九州エリアサービス部長 門嶋　貴志        　　大阪北支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ
福岡中央支店長 渡部　一          　　北海道業務支援部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏｽﾀﾞ  ｿｳｲﾁ
九州自動車営業部長 増田　創一        　 神戸自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｲﾓﾘ  ｻﾄﾙ
北九州支店長 飯守　禅          　　福井支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ
長崎支店長 山口　貴徳        　　本店営業第三部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｲ    ﾄﾓｸﾆ
大分支店長 甲斐　友邦        　　関西業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲﾀ
九州損害サービス第二部長　　 東條　圭太        　　九州損害サービス第二部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾂﾁﾔ   ﾖｼﾋﾛ
企業商品業務部長 土屋　嘉寛        　　企業商品業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｶﾞｴﾘ ﾀﾞｲｽｹ
米国部長 魚返　大輔        　　ＴＭＡＩＣ社・ニューヨーク（米国）駐在員

以　上


