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アクサ生命の人事異動について 

 
アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼 CEO：ジャン=ルイ・ローラン・

ジョシ）は、下記のとおり、人事異動を発表しました。 

 

 
記 

 

2011 年 10 月 1 日付 

 

部長・支社長人事 
 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

内部監査部 部長 インターナルファイナンシャルコントロール 

マネージャー 

野村 忠司 

CCO オフィス 室長 兼  

チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼  

コンプライアンス統括部  

コンプライアンス統括部長 

コンプライアンス統括部  

コンプライアンス統括部長 

柏木 勝俊 

コンプライアンス業務管理部 部長 審査部 グループマネージャー 古橋 正治 

商品数理部 部長 商品収益課 課長 小林 敦志 

事業費管理グループ 部長 事業費管理グループ マネージャー 川本 洋二郎 

CCI 営業管理部 部長 CCI 営業推進部  

グループマネージャー 

井原 淳 

札幌支社 支社長 札幌支社 支社長 兼  

小樽営業所 営業所長 

藤田 方成 

仙台支社 支社長 仙台支社 支社長 兼  

古川営業所 営業所長 

安本 泰之 

青森支社 支社長 甲府支社 支社長 野々村 修 

盛岡支社 支社長 いわき中央営業所 営業所長 六反田 強 

甲府支社 支社長 兼  

富士吉田営業所 営業所長 兼  

山梨北営業所 営業所長 

大分支社 支社長 栗本 勝也 

千葉支社 支社長 千葉支社 支社長 兼  

木更津営業所 営業所長 

野口 聡 

静岡支社 支社長 岡山支社 支社長 相川 昭彦 

岡山支社 支社長 鳥取営業所 営業所長 高岡 進 

2011 年 9 月 29 日
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＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

長崎支社 支社長 阪神営業所 営業所長 山田 修 

沖縄支社 支社長 北薩営業所 営業所長 田中 弘之 

大分支社 支社長 沖縄支社 支社長 高松 剛 

FA 営業推進部 部長 東京 FA 支社 支社長 長澤 康夫 

東日本 FA 統括部 統括部長 FA 営業推進部 部長 安岡 利朗 

つくば FA 支社 支社長 横浜 FA 支社 支社長 山下 慶哲 

東京 FA 支社 支社長 青山 FA 支社 支社長 森 智之 

横浜 FA 支社 支社長 東日本 FA 統括部 統括部長 附田 義弘 

池袋 FA 支社 支社長 FA 営業推進部 グループマネージャー 上床 正樹 

新宿 FA 支社 支社長 FA 営業管理グループ  

シニアスーパーバイザー 

斎藤 節 

青山 FA 支社 支社長 広島 FA 支社 支社長 後藤 昌弘 

神戸 FA 支社 支社長 西日本 FA 統括部 スーパーバイザー 堀 洋生 

福岡 FA 支社 支社長 神戸 FA 支社 支社長 笠間 能成 

北九州 FA 支社 支社長 福岡 FA 支社 支社長 笠作 真一郎 

福岡中央 FA 支社 支社長 北九州 FA 支社 支社長 末益 隆治 

博多 FA 支社 支社長 営業教育部 シニアリーダー 今村 一久 

エージェント東日本広域代理店営業部  

部長 

首都圏第二エージェント営業部 部長 小林 徹也 

首都圏第二エージェント営業部 部長 首都圏第三エージェント営業部 部長 川崎 正裕 

神静エージェント営業部 部長 首都圏第一エージェント営業部 課長 松本 義行 

エージェント西日本統括部 統括部長 兼  

エージェント西日本広域代理店営業部  

部長 

エージェント西日本統括部 統括部長 兼  

関西第一エージェント営業部 部長 兼  

関西第二エージェント営業部 部長  

脇阪 慎 

中部エージェント営業部 部長 東海エージェント営業部 部長 北山 年億 

関西エージェント営業部 部長 横浜エージェント営業部 部長 北田 益也 

中四国エージェント営業部 部長 広島エージェント営業部 部長 須田 太郎 

九州エージェント営業部 部長 九州エージェント営業部 部長代行 山田 優行 

コーポレート首都圏営業統括部  

統括部長 

コーポレート統括部 統括部長 改田 克己 

首都圏法人営業部 部長 九州法人営業部 部長  鳥丸 直樹 

首都圏法人第二営業部 部長 首都圏法人営業部   

神奈川オフィス オフィス長 

原田 伸洋 

   



 

 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

コーポレート広域営業統括部 統括部長 公法人部 部長 西澤 裕司 

公法人部 部長 公法人部 グループ長 大正水流 英樹 

関西法人営業部 部長 コーポレートサポートセンター  

グループマネージャー 

西川 洋司 

九州法人営業部 部長 首都圏法人営業部 部長 熊本 幹也 

金融法人営業本部 営業統括部  

第三営業部 部長 

金融法人営業本部 営業統括部 

第三営業部 マーケティングアドバイザー 

高畷 正彦 

金融法人営業本部 営業統括部  

第四営業部 部長 

金融法人営業本部 営業統括部 

第三営業部 部長 

野村 陽介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アクサ生命について 
アクサ生命は AXA のメンバーカンパニーとして 1994 年に設立されました。AXA が世界で培ってきた知識と経験を活かし、
多様なお客さまのニーズにお応えするため、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成など、幅広い商品を多様な販
売チャネルを通じてお届けしています。 
 
AXA について 
AXA はフィナンシャル・プロテクション分野で世界をリードするグローバル企業です。ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域
を中心に、世界各国で事業を展開し、パリ証券取引所に株式を上場しています。詳細は www.axa.com をご参照ください。 
 

 
～本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします～ 

アクサ生命保険株式会社 広報部 
電話：03-6737-7140  FAX：03-6737-5964 

http://www.axa.co.jp/life 


