
 

 

 

 
 
 
 
 

 
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、

役員人事および部長人事を発表しました。 

 

記 
 

2015 年 1 月 1 日付 

執行役員人事 
 
＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

上級執行役員 
ファイナンシャルコントロール＆ 
戦略部門長 

執行役員 
ファイナンシャルコントロール＆ 
戦略本部長 

長野 敏 

上級執行役員 
アクサ CCI 推進本部長 

CCI 営業推進部長 高橋 良和 

執行役員 
戦略本部長 

戦略企画・事業開発部 戦略ヘッド 水村 崇 

 
＜就任＞  ＜退任＞   ＜氏名＞ 

特別顧問 上級執行役員 
アクサ CCI 推進本部長 

土屋 正 

 
 

部長・局長・支社長人事 
 
＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

収益管理部 部長 リスク管理企画課 マネージャー 河島 鉄郎 

個人契約管理部 部長 契約管理センター 部長 海老原 篤司 

コンタクトセンター統括部 部長 カスタマー＆ディストリビューション 
サービスセンター 部長 

花川 有年 

企業契約管理部 部長 内容変更グループ マネージャー 入江 英樹 

商工団体推進室 室長 商工団体推進室第 1 課 課長 中田 信一 

 

アクサ生命の執行役員人事および部長・局長・支社長人事について 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2014 年 12 月 26 日 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 
 

 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

旭川支社 支社長 福島営業所 営業所長 吉田 耕一 

仙台支社 支社長 山形営業所 営業所長 中尾 和司 

松本支社 支社長 名古屋支社 支社長 長瀬 裕幸 

北陸支社 支社長 金沢支社 支社長 黒沢 晃 

福井支社 支社長 神奈川支社 支社長 江岸 達也 

群馬支社 支社長 富山支社 支社長 湯本 稔 

埼玉支社 支社長 商工団体推進室 室長 田近 要 

多摩支社 支社長 千葉営業所 営業所長 原田 恭子 

神奈川支社 支社長 福井支社 支社長 三浦 貴博 

東海営業局 局長 関西営業局 局長 竹本 一 

岐阜支社 支社長 群馬支社 支社長 楠 和憲 

名古屋支社 支社長 松本支社 支社長 小林 敬 

関西営業局 局長 埼玉支社 支社長 河連 俊英  

大阪支社 支社長 神戸支社 支社長 安藤 彰茂 

神戸支社 支社長 北四国支社 支社長 宮嶋 哲哉 

南四国支社 支社長 大阪東営業所 営業所長 川西 一伸 

北四国支社 支社長 大分支社 支社長 澤 正樹 

広島支社 支社長 南四国支社 支社長 浅岡 正剛 

山口支社 支社長 宮崎支社 支社長 柴崎 達也 

大分支社 支社長 岐阜支社 支社長 菊原 浩 

宮崎支社 支社長 山口支社 支社長 望月 將生 



 
 

 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

北九州支社 支社長 久留米営業所 営業所長  隈元 正徹 

つくば FA 支社 支社長 青山 FA 支社 支社長 山田 知彦 

青山 FA 支社 支社長 池袋 FA 支社 支社長 西畑 友裕 

池袋 FA 支社 支社長 池袋 FA 支社 FA マネージャー 真田 一郎 

新宿中央 FA 支社 支社長 新宿 FA 支社 FA マネージャー 辻 一朗 

大阪 FA 支社 支社長 東日本 FA 統括部 スーパーバイザー 堀 茂 

近畿 FA 支社 支社長 大阪 FA 支社 支社長 星野 義弘 

東日本エージェント統括部 統括部長 広域エージェント統括部 統括部長 結城 康永 

北海道エージェント営業部 部長 首都圏 AG 営業部 営業第二グルーフﾟ 
グループリーダー 

井口 直 

北関東エージェント営業部 部長 ダイレクトエージェント営業部 部長 川崎 正裕 

横浜エージェント営業部 部長 神静エージェント営業部 部長 菊地 義行 

ダイレクトエージェント営業部 部長 エージェント営業推進部 営業部長 秋岡 佳孝 

西日本エージェント統括部 統括部長 兼 
 中四国エージェント営業部 部長 

中四国エージェント営業部 部長 古庵 智章 

関西エージェント営業部 部長 広域 AG 営業部 営業第三グループ 
グループリーダー 

冨高 真二 

中日本エージェント統括部 統括部長 兼 
 中部エージェント営業部 部長 

関西エージェント営業部 部長 後藤 進悟 

広域・代理店開発統括部 統括部長 中部エージェント営業部 部長 北山 年億 

事業統括部 統括部長 東日本エージェント統括部 統括部長 
兼 代理店開発統括部 統括部長 

半田 崇 

事業統括部 第一営業部 部長 デベロップメント＆トレーニンググループ
グループマネージャー 

菅井 美和 

事業統括部 第二営業部 部長 CCI 企画グループ スーパーバイザー 大塚 裕司 

総合法人営業部 部長 公法人部 営業第二グループ  
グループ長 

藤井 斉 

関西法人営業部 部長 西日本エージェント統括部 統括部長 脇阪 慎 



 
 

 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

FI 営業統括部 第二営業部 部長 FI 営業統括部 第三営業部 部長 野村 陽介 

FI 営業統括部 第三営業部 部長 FI 営業統括部 第二営業部 部長 高畷 正彦 

 
 
 

 

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、220 万の個

人、2,200 の企業・団体のお客さまに、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商品を、多様な販売チャネルを通じて

お届けしています。2013 年度には、2,723 億円の保険金や年金、給付金をお支払いしています。 
 
AXA グループについて 
AXA は世界 56 ヶ国で 15 万 7,000 人の従業員を擁し、1 億 200 万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世

界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく 2013 年度通期の売上は 912 億ユーロ、アンダーライング･アーニングス（基

本利益）は 47 億ユーロ、2013 年 12 月 31 日時点における運用資産総額は 1 兆 1,130 億ユーロにのぼります。AXA はユーロネクスト・

パリのコンパートメント A に上場しており、AXA の米国預託株式は OTC QX プラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリ

ティ・インデックス（DJSI）や FTSE4GOOD などの国際的な主要 SRI インデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計

画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。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 


