
２０１３年９月６日 

 

株式会社損害保険ジャパン 

日本興亜損害保険株式会社 

 

組織変更・人事異動について 

 

株式会社損害保険ジャパン（社長 櫻田 謙悟）および日本興亜損害保険株式会社（社長 二宮 雅也）では、

次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。   

 

 

 

Ⅰ．組織変更（２０１３年１０月１日付） 

 

株式会社損害保険ジャパン 

・「アジア部」を再編し、「南アジア部」「東アジア部」とする。 

 

日本興亜損害保険株式会社 

・「アジア部」を再編し、「南アジア部」「東アジア部」とする。 

 

 

Ⅱ．人事異動（２０１３年１０月１日付） 

 

別紙のとおり。 

 

別紙１：株式会社損害保険ジャパン 

別紙２：日本興亜損害保険株式会社 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

株式会社損害保険ジャパン 

   

１． 執行役員の異動  

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

常務執行役員        佐藤 史朗     常務執行役員 

南アジア部長 

 

執行役員          豊島 達哉     執行役員 

東京中央支店長                 東京中央支店長 

（兼）南東京支店 特命部長           （兼）南東京支店長 

 

執行役員          中村 恵司     執行役員 

東アジア部長                  アジア部長 

 

執行役員          坂本 淳一     執行役員 

関東本部副本部長             関東本部副本部長 

（兼）茨城南支店長               （兼）茨城支店長 

（兼）茨城南支店長 

 

執行役員          柴田 一眞     執行役員 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長             東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

（兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部           （兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

特命部長 

 

執行役員          永野 寿幸     執行役員 

広島支店長                   広島自動車営業部 特命部長 

（兼）広島自動車営業部 特命部長        （兼）広島支店 特命部長 

 

執行役員          宇都宮 雄介    執行役員 

茨城支店長          茨城支店 特命部長 

（兼）茨城南支店 特命部長      （兼）茨城南支店 特命部長 

 

執行役員          伊東 正仁     執行役員 

千葉支店長                   千葉支店 特命部長 

 

２． 理事の異動 

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

理事            松村 勉      理事 

兵庫支店 特命部長               兵庫支店長 

 

理事            塩沢 道夫     理事 

名古屋北支店長          名古屋北支店長 

（兼）名古屋南支店 特命部長          （兼）名古屋南支店長 



 

理事            上原 一信     理事 

広島支店 特命部長               広島支店長 

 

３． その他の異動 

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

休職（出向）        城戸 信弘     ＩＴ企画部 

[NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社]          首席システム調査役 

（兼）ＩＴ企画部 長席付 特命部長 

  [NKSJｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

 

休職（出向）        友近 浩之     ＩＴ企画部 

[NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社]          首席システム調査役 

（兼）ＩＴ企画部 長席付 特命部長 

  [NKSJｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

 

休職（出向）        井上 靖英     24時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部 

[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ]              担当部長 

 

南アジア部         田尻 克至     海外事業企画部 長席付 

（シンガポール）                リーダー 

 特命部長                    [NKSJﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

                       （兼）海外事業企画部 リーダー 

 

 東アジア部         長岡 威年     アジア部 

（香港）                     （香港） 

特命部長                    特命部長 

 

東アジア部 長席付 牛場 克彦      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]        [日本財産保険（中国）有限公司] 

 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長   野村 幸弘      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

   特命部長                 （兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

本店自動車営業第三部長   漆原 拓一      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）本店自動車営業第一部               本店自動車営業第一部長 

特命部長                  （兼）本店自動車営業第二部長 

（兼）本店自動車営業第二部            （兼）本店自動車営業第三部長 

   特命部長 

 

本店自動車営業第三部     小林 康弘      本店自動車営業第三部長 

特命部長 

 



南東京支店長        宮原 泰史     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）北東京支店 特命部長              北東京支店長 

（兼）南東京支店長 

 

   西東京支店長        永井 徹      日本興亜損害保険株式会社 

西東京支店長 

 

西東京支店 特命部長    小野 逸郎     西東京支店長 

 

横浜支店長         大山 敬三     横浜支店長 

（兼）横浜中央支店 特命部長          （兼）横浜中央支店長 

 

横浜中央支店長       最上 啓一     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）横浜支店 特命部長               横浜支店長 

（兼）横浜中央支店長 

 

埼玉西支店長        山野 修      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）埼玉支店 特命部長 埼玉支店長（理事） 

（兼）埼玉西支店長（理事） 

 

埼玉西支店 特命部長  老川 司      埼玉西支店長 

 

千葉保険金ｻｰﾋﾞｽ部長     河野 嘉美     日本興亜損害保険株式会社 

千葉保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

千葉保険金ｻｰﾋﾞｽ部      楠 敦       千葉保険金サービス部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

千葉支店 特命部長     山口 直人     千葉支店長 

 

北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部長    得丸 泰孝     日本興亜損害保険株式会社 

北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

   北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部     杉浦 正      北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 

特命部長 

 

北北海道支店長       堀 晶雄      日本興亜損害保険株式会社 

 北北海道支店長 

 

北北海道支店 特命部長   西在家 篤     北北海道支店長 

 

 



東北海道支店長       内野 浩一     日本興亜損害保険株式会社 

東北海道支店長 

 

東北海道支店 特命部長   林 大介      東北海道支店長 

 

青森支店長         黒田 伸哉     日本興亜損害保険株式会社 

青森支店長 

 

青森支店 特命部長     木下 昌丈     青森支店長 

 

岩手支店長         山田 壽一   日本興亜損害保険株式会社 

 岩手支店長 

 

岩手支店 特命部長     船木 一浩     岩手支店長 

 

福島支店長         宮崎 博行     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）福島自動車営業部 特命部長 福島自動車営業部長（理事） 

 （兼）福島支店長（理事） 

 

福島支店 特命部長     松下 昌隆     福島支店長 

 

栃木支店長          花島 伸治      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）栃木自動車営業部                栃木自動車営業部長 

   特命部長                 （兼）栃木支店長 

 

栃木支店 特命部長      馬場 孝夫      栃木支店長 

 

群馬支店長          浜村 佳津史     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）群馬自動車営業部 群馬自動車営業部長 

特命部長                 （兼）群馬支店長 

 

群馬支店 特命部長      陶山 雅弘      群馬支店長 

 

山梨支店長          斉藤 訓彦      日本興亜損害保険株式会社 

山梨支店長 

 

山梨支店 特命部長      大橋 正嗣     山梨支店長 

 

静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部長     逸見 正浩      日本興亜損害保険株式会社 

静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部      田中 栄       静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 



静岡支店長         中辻 英之     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）静岡自動車営業部 特命部長           静岡自動車営業部長（理事） 

                     （兼）静岡支店長（理事） 

 

静岡支店 特命部長     古賀 昭彦     静岡支店長 

 

中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長   宮嶋 健一郎    中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

               （兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長   滝口 幸彦     中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

（兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部 

特命部長 

 

   中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長   川井 雅信     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部              中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

   特命部長                 （兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

（兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部           （兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

特命部長 

 

名古屋南支店長       佐野 公紀     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）名古屋北支店 特命部長             名古屋北支店長 

   （兼）名古屋南支店長 

 

岐阜支店長         村田 徹      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）岐阜中央支店 特命部長 岐阜支店長 

 （兼）岐阜中央支店長 

 

岐阜中央支店長       野村 泰弘     岐阜支店長 

（兼）岐阜支店 特命部長            （兼）岐阜中央支店長 

 

三重支店長         境 徹       日本興亜損害保険株式会社 

三重支店長 

 

三重支店 特命部長     樽井 久      三重支店長 

 

 

信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部長     小林 治       日本興亜損害保険株式会社 

信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

 

   信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部      稲垣 政春     信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

 



新潟自動車営業部長     橋本 耕一郎    日本興亜損害保険株式会社 

新潟自動車営業部長 

 

新潟自動車営業部      田澤 好彦     新潟自動車営業部長 

特命部長 

 

北陸業務部 特命部長    中島 康将     福井支店長 

（兼）福井支店 特命部長 

 

北陸保険金ｻｰﾋﾞｽ部長     小玉 忠伸     日本興亜損害保険株式会社 

北陸保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

北陸保険金ｻｰﾋﾞｽ部      戸田 次郎     北陸保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

福井支店長         滝沢 康善     日本興亜損害保険株式会社 

福井支店長 

 

兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部長     古賀 博孝     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部              大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

   特命部長     （兼）大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

（兼）大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部           （兼） 兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

   特命部長 

 

兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部      平賀 努      兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

大阪北支店長        一柳 知明     日本興亜損害保険株式会社 

大阪北支店長 

  （兼）大阪支店長 

 

大阪北支店         宮原 秀樹     大阪北支店長 

特命部長  （兼）大阪支店長 

（兼）大阪支店 特命部長 

 

大阪支店長          寺田 隆宏       日本興亜損害保険株式会社 

（兼）大阪南支店 特命部長 大阪南支店長 

 

兵庫支店長          丹羽 正 日本興亜損害保険株式会社 

（兼）神戸支店 特命部長               神戸支店長（理事） 

  （兼）兵庫支店長（理事） 

 

 



滋賀支店長         浅桜 理樹     日本興亜損害保険株式会社 

                        滋賀支店長 

 

滋賀支店 特命部長     重成 憲      滋賀支店長 

 

 

和歌山支店長        倉田 勇      日本興亜損害保険株式会社 

 和歌山支店長 

 

和歌山支店 特命部長    岩田 泰明     和歌山支店長 

 

 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長   嶋田 浩      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部              中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

   特命部長                 （兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長   中田 益見     中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

（兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部           （兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

特命部長 

 

山陰支店長         阪中 昌司     日本興亜損害保険株式会社 

岡山支店長 

 

山陰支店 特命部長     原田 直      山陰支店長 

 

 

徳島支店長         北畑 壮一郎    日本興亜損害保険株式会社 

（兼）高松支店 特命部長 高松支店長 

 （兼）徳島支店長 

 

徳島支店 特命部長     柴村 雅哉     徳島支店長 

 

 

愛媛支店長         村上 康弘     日本興亜損害保険株式会社 

 愛媛支店長 

 

愛媛支店 特命部長     重元 亨太     愛媛支店長 

 

 

九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長   八塩 英彦     日本興亜損害保険株式会社 

                   九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

            （兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

                 （兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

 

 



九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部    有馬 昌彦     九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

特命部長 

（兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 

特命部長 

（兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 

特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

久留米支店長        村本 正大       日本興亜損害保険株式会社 

（兼）北九州支店 特命部長               北九州支店長 

                         （兼）久留米支店長 

 

久留米支店 特命部長     榊 晃        久留米支店長 

（兼）佐賀支店  特命部長            （兼）佐賀支店 特命部長 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

日本興亜損害保険株式会社 

    

１．執行役員の異動 
  

 （新  職） （氏  名） （現  職） 

 
常務執行役員 

南アジア部長  

佐藤 史朗 常務執行役員 

 

執行役員 

東京中央支店長 兼 

南東京支店 特命部長 

豊島 達哉 執行役員 

東京中央支店 特命部長 兼 

南東京支店 特命部長 

 
執行役員 

東アジア部長 

中村 恵司 執行役員 

アジア部長 

 

執行役員 

関東本部副本部長 兼 

茨城南支店長 

坂本 淳一 執行役員 

関東本部副本部長兼 

茨城支店 特命部長 兼 

茨城南支店 特命部長 

 

執行役員 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長  兼 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長  

 

柴田 一眞 執行役員 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 兼 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

 
執行役員 

京都支店長 

末廣 聡 執行役員 

京都支店 特命部長 

 

執行役員 

広島支店長 兼 

広島自動車営業部 特命部長 

永野 寿幸 執行役員 

広島支店長 兼 

広島自動車営業部長 

 

執行役員 

茨城支店長 兼 

茨城南支店 特命部長 

宇都宮 雄介 執行役員 

茨城支店長 兼 

茨城南支店長 

 
執行役員 

東東京支店長 

大久 孝一 執行役員 

東東京支店 特命部長 

 
執行役員 

24時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部長 

陶山 さなえ 執行役員 

24時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部 特命部長 

 

 

 

 

 

 

  



２．理事の異動 

 （新  職） （氏  名） （現  職） 

 

理事 

神奈川保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 兼 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

炭谷 英樹 理事 

神奈川保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

理事 

埼玉西支店長 兼 

埼玉支店 特命部長 

山野 修 理事 

埼玉支店長 兼 

埼玉西支店長 

 

理事 

福島支店長 兼 

福島自動車営業部 特命部長 

宮崎 博行 理事 

福島自動車営業部長 兼 

福島支店長 

 

理事 

静岡支店長 兼 

静岡自動車営業部 特命部長 

中辻 英之 理事 

静岡自動車営業部長 兼 

静岡支店長 

 
理事 

新潟支店 特命部長 

鈴木 孝佳 理事 

新潟支店長 

 

理事 

兵庫支店長 兼 

神戸支店 特命部長 

丹羽 正 理事 

神戸支店長 兼 

兵庫支店長 

 
理事 

山口支店 特命部長 

大塚 浩 理事 

山口支店長 

 

 

理事 

福岡中央支店長  兼 

九州自動車営業部 特命部長 兼 

福岡支店 特命部長 兼 

沖縄支店 特命部長 

 

東 正 

 

理事 

九州自動車営業部長  兼 

福岡支店長  兼 

福岡中央支店長 兼 

沖縄支店長 

 

 

２．その他の異動 

  

    

 
（新  職） 

 

（氏  名） 

 

（現  職） 

 

 南アジア部 担当部長 田丸 雅浩 海外事業企画部 担当部長 

 

 

本店企業保険金サービス部長 兼 

海上保険金サービス室 特命部長 

 

 

桜井 淳一 

 

株式会社損害保険ジャパン 

本店企業保険金サービス部長 兼 

海上保険金サービス室 特命部長 



 
本店企業保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 兼 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

大坪 宗雄 本店企業保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 兼 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

24 時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部 特命部長 松川 辰也 24時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部長 

 
本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 西川 隆 株式会社損害保険ジャパン 

本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 兼 

火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 兼 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

三宅 信一郎 本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 兼 

火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 野沢 真理 株式会社損害保険ジャパン 

火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 小谷 知久 株式会社損害保険ジャパン 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 
東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 兼 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

野村 幸弘 東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 兼 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 
本店自動車営業第一部長 谷口 和伸 株式会社損害保険ジャパン 

本店自動車営業第一部長 

 

本店自動車営業第二部長 佐藤 浩 株式会社損害保険ジャパン 

本店自動車営業第二部長 

 

本店自動車営業第三部長 兼 

本店自動車営業第一部 特命部長 兼 

本店自動車営業第二部 特命部長 

漆原 拓一 本店自動車営業第一部長 兼 

本店自動車営業第二部長 兼 

本店自動車営業第三部長 

 

東京中央支店 特命部長  兼 

東東京支店 特命部長 

徳田 達也 東京中央支店長 兼 

東東京支店長 

 

北東京支店長 金子 賢治 株式会社損害保険ジャパン 

北東京支店長 

 

南東京支店長  兼 

北東京支店 特命部長 

宮原 泰史 北東京支店長  兼 

南東京支店長 

 
神奈川保険金サービス部長 河南 潤治 株式会社損害保険ジャパン 

神奈川保険金サービス部長 



 

神奈川自動車営業部長 大久保 英明 株式会社損害保険ジャパン 

神奈川自動車営業部長 

 
神奈川自動車営業部 特命部長 土居 伸行 神奈川自動車営業部長 

 

横浜支店長 兼 

横浜中央支店 特命部長 

大山 敬三 株式会社損害保険ジャパン 

横浜支店長 兼 

横浜中央支店長 

 

横浜中央支店長 兼 

横浜支店 特命部長 

最上 啓一 横浜支店長  兼 

横浜中央支店長 

 
神奈川支店長 横山 義人 株式会社損害保険ジャパン 

神奈川支店長 

 
神奈川支店 特命部長 島田 栄一 神奈川支店長 

 
埼玉保険金サービス部長 斉藤 清隆 株式会社損害保険ジャパン 

埼玉保険金サービス部長 

 
埼玉保険金サービス部 特命部長 兼 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

内山 弘之 埼玉保険金サービス部長 

 
埼玉自動車営業部長 新倉 達郎 株式会社損害保険ジャパン 

埼玉自動車営業部長 

 
埼玉自動車営業部 特命部長 岡本 晃郎 埼玉自動車営業部長 

 
埼玉支店長 乗田 正 株式会社損害保険ジャパン 

埼玉支店長 

 
千葉自動車営業部長 塩見 俊和 株式会社損害保険ジャパン 

千葉自動車営業部長 

 
千葉自動車営業部 特命部長 伊藤 真司 千葉自動車営業部長 

 

千葉西支店長 小泉 敏幸 株式会社損害保険ジャパン 

千葉西支店長 

 
千葉西支店 特命部長 藤澤 建樹 千葉西支店長 



 
札幌法人営業部長 高松 浩司 株式会社損害保険ジャパン 

札幌法人営業部長 

 

札幌支店長 川瀬 秀哉 株式会社損害保険ジャパン 

札幌支店長 

 
札幌法人営業部 特命部長 兼 

札幌支店 特命部長 

秦 洋一郎 札幌法人営業部長 兼 

札幌支店特命部長 

 

南北海道支店長 長野 三智夫 株式会社損害保険ジャパン 

南北海道支店長 

 
南北海道支店 特命部長 沢崎 浩司 南北海道支店長 

 
東北保険金サービス部長 関口 純 株式会社損害保険ジャパン 

東北保険金サービス部長 

 

東北保険金サービス部 特命部長 兼 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

川島 文彦 東北保険金サービス部長 

 
秋田支店長 上野 彰紀 株式会社損害保険ジャパン 

秋田支店長 

 
秋田支店 特命部長 増位 貞孝 秋田支店長 

 
仙台支店長 重清 剛 株式会社損害保険ジャパン 

仙台支店長 

 
仙台自動車営業部 特命部長  兼 

仙台支店 特命部長 

津田 実 仙台支店長  兼 

仙台自動車営業部 特命部長 

 

福島自動車営業部長 緒方 啓道 株式会社損害保険ジャパン 

福島自動車営業部長 

 

山形支店長 浦山 義高 株式会社損害保険ジャパン 

山形支店長 

 

茨城自動車・法人営業部長 黒沢 順 株式会社損害保険ジャパン 

茨城自動車・法人営業部長 

 
茨城自動車・法人営業部 特命部長 斎藤 仁 茨城自動車・法人営業部長 



 
栃木自動車営業部長 安井 篤志 株式会社損害保険ジャパン 

栃木自動車営業部長 

 
栃木支店長 兼 

栃木自動車営業部 特命部長 

花島 伸治 栃木自動車営業部長 兼 

栃木支店長 

 

群馬自動車営業部長 横山 佳弘 株式会社損害保険ジャパン 

群馬自動車営業部長 

 
群馬支店長 兼 

群馬自動車営業部 特命部長 

浜村 佳津史 群馬自動車営業部長 兼 

群馬支店長 

 
静岡自動車営業部長 中條 太志 株式会社損害保険ジャパン 

静岡自動車営業部長 

 

浜松支店長 中野 育哉 株式会社損害保険ジャパン 

浜松支店長 

 

浜松支店 特命部長 丹羽 基文 浜松支店長 

 

中部保険金サービス第一部長 宮嶋 健一郎 株式会社損害保険ジャパン 

中部保険金サービス第一部長 兼 

中部保険金サービス第二部長 

 
      

 
中部保険金サービス第二部長 兼 

中部保険金サービス第三部 特命部長 

滝口 幸彦 株式会社損害保険ジャパン 

中部保険金サービス第三部長 

 

中部保険金サービス第三部長 兼 

中部保険金サービス第一部 特命部長 兼 

中部保険金サービス第二部 特命部長 

川井 雅信 中部保険金サービス第一部長 兼 

中部保険金サービス第二部長 兼 

中部保険金サービス第三部長 

 

愛知自動車営業第一部長 池内 廣光 株式会社損害保険ジャパン 

愛知自動車営業第一部長 

 

愛知自動車営業第一部 特命部長 兼 

愛知自動車営業第二部 特命部長 

西村 徹也 愛知自動車営業第一部長 兼 

愛知自動車営業第二部長 

 

愛知自動車営業第二部長 今田 陽一 株式会社損害保険ジャパン 

愛知自動車営業第二部長 



 
名古屋企業営業部長 中西 和博 株式会社損害保険ジャパン 

名古屋企業営業部長 

 
名古屋企業営業部 特命部長 和気 邦好 名古屋企業営業部長 

 

名古屋北支店長 兼 

名古屋南支店 特命部長 

塩沢 道夫 株式会社損害保険ジャパン 

名古屋北支店長 兼 

名古屋南支店長 

 

名古屋南支店長 兼 

名古屋北支店 特命部長 

佐野 公紀 名古屋北支店長 兼 

名古屋南支店長 

 

愛知東支店長 小竹 克彦 株式会社損害保険ジャパン 

愛知東支店長 

 
愛知東支店 特命部長 香川 静麿 愛知東支店長 

 
岐阜支店長 兼 

岐阜中央支店 特命部長 

村田 徹 岐阜支店長 兼 

岐阜中央支店長 

 

岐阜中央支店長 兼 

岐阜支店 特命部長 

野村 泰弘 株式会社損害保険ジャパン 

岐阜支店長 兼 

岐阜中央支店長 

 

新潟支店長 武田 博之 株式会社損害保険ジャパン 

新潟支店長 

 

長野自動車営業部長 山下 敦志 株式会社損害保険ジャパン 

長野自動車営業部長 

 
長野自動車営業部 特命部長  兼 

長野支店 特命部長 

山口 亮 長野自動車営業部長  兼 

長野支店長 

 

長野支店長 北沢 宏幸 株式会社損害保険ジャパン 

長野支店長 

 
北陸支店長 佐藤 亨 株式会社損害保険ジャパン 

金沢支店長 

 
北陸支店 特命部長 近江 恵次 北陸支店長 



 
富山支店長 三條 紀明 株式会社損害保険ジャパン 

富山支店長 

 

大阪保険金サービス第一部長 黒滝 学治 株式会社損害保険ジャパン 

大阪保険金サービス第一部長 

 

大阪保険金サービス第二部長 東 優治 株式会社損害保険ジャパン 

大阪保険金サービス第二部長 

 

兵庫保険金サービス部長 兼 

大阪保険金サービス第一部 特命部長 兼 

大阪保険金サービス第二部 特命部長 

古賀 博孝 大阪保険金サービス第一部長 兼 

大阪保険金サービス第二部長 兼 

兵庫保険金サービス部長 

 

大阪自動車営業第一部長 西岡 克敏 株式会社損害保険ジャパン 

大阪自動車営業第一部長 

 

大阪自動車営業第二部長 古野 真一郎 株式会社損害保険ジャパン 

大阪自動車営業第二部長 

 

神戸自動車営業部長 山下 忠徳 株式会社損害保険ジャパン 

神戸自動車営業部長 

 

大阪自動車営業第一部 特命部長 兼 

大阪自動車営業第二部 特命部長 兼 

神戸自動車営業部 特命部長 

富田 久緒 大阪自動車営業第一部長 兼 

大阪自動車営業第二部長 兼 

神戸自動車営業部長 

 

大阪企業営業第一部長 兼 

大阪企業営業第二部長 

山本 聡 大阪企業営業第二部長 兼 

大阪金融公務部長 

 

大阪金融公務部長 奥 健 株式会社損害保険ジャパン 

大阪金融公務部長 

 

大阪北支店長 一柳 知明 大阪北支店長 兼 

大阪支店長 

 

大阪支店長 兼 

大阪南支店 特命部長 

寺田 隆宏 大阪南支店長 



 

大阪南支店長 石田 隆造 株式会社損害保険ジャパン 

大阪南支店長 

 

神戸支店長 和田 敏裕 株式会社損害保険ジャパン 

神戸支店長 

 
兵庫支店 特命部長 松村 勉 株式会社損害保険ジャパン 

兵庫支店長 

 

関西保険金サービス部長 

 

 

関西保険金サービス部 特命部長 兼 

保険金サービス企画部 特命部長 

 

京都支店 特命部長 

吉川 明夫 

 

 

神保 幸男 

 

 

切替 和幸 

株式会社損害保険ジャパン 

関西保険金サービス部長 

 

関西保険金サービス部長 

 

 

京都支店長 

 

 

奈良支店長 

 

高田 吉隆 

 

株式会社損害保険ジャパン 

奈良支店長 

 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 兼 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

嶋田 浩 中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 兼 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 兼 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 

中田 益見 株式会社損害保険ジャパン 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 兼 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

広島自動車営業部長 髙岸 弘佳 株式会社損害保険ジャパン 

広島自動車営業部長 

 
山陰支店長 阪中 昌司 岡山支店長 

 

山口支店長 山口 和寿 株式会社損害保険ジャパン 

山口支店長 

 

岡山支店長 山田 治伸 株式会社損害保険ジャパン 

岡山支店長 

 

四国保険金サービス部長 坂 雅夫 株式会社損害保険ジャパン 

四国保険金サービス部長 



 
四国保険金サービス部 特命部長 兼 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

坂口 久明 四国保険金サービス部長 

 

高松支店長 星野 誠之 株式会社損害保険ジャパン 

高松支店長 

 

徳島支店長 兼 

高松支店 特命部長 

北畑 壮一郎 高松支店長 兼 

徳島支店長 

 

高知支店長 松原 正明 株式会社損害保険ジャパン 

高知支店長 

 

九州保険金サービス第一部長 小林 卓人 株式会社損害保険ジャパン 

九州保険金サービス第一部長 

 

九州保険金サービス第二部長 長本 尚弘 株式会社損害保険ジャパン 

九州保険金サービス第二部長 

 

九州保険金サービス第三部長 八塩 英彦 九州保険金サービス第一部長 兼 

九州保険金サービス第二部長 兼 

九州保険金サービス第三部長 

 

九州自動車営業部長 北原 一重 株式会社損害保険ジャパン 

九州自動車営業部長 

 

福岡支店長 矢野 功 株式会社損害保険ジャパン 

福岡支店長 

 
北九州支店長 清水 幸喜 株式会社損害保険ジャパン 

北九州支店長 

 

久留米支店長 兼 

北九州支店 特命部長 

村本 正大 北九州支店長 兼 

久留米支店長 

 

熊本支店長 吉行 邦夫 株式会社損害保険ジャパン 

熊本支店長 

 

大分支店長 柳原 伸二 株式会社損害保険ジャパン 

大分支店長 

 

宮崎支店長 紀藤 哲夫 株式会社損害保険ジャパン 

宮崎支店長 



 
鹿児島支店長 田中 一久 株式会社損害保険ジャパン 

鹿児島支店長 

 
鹿児島支店 特命部長 飯塚 良悦 鹿児島支店長 

 

沖縄支店長 松永 暢浩 株式会社損害保険ジャパン 

沖縄支店長 

 
   

以上 


