
 

   

 

 

 

 

 

 

 

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：ニック・レーン）は、下記のとおり、執行役員人

事および部長人事を発表しました。 

記 

2017年 1月 1日付 

執行役員人事 
 
＜新任＞   ＜氏名＞ 

執行役員 

インフォメーションテクノロジー本部長 

玉置 肇 

 
 

2017年 1月 1日付 

部長・局長・支社長人事 
 
＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

人材研修部 部長 兼  

企業文化変革&ダイバーシティ推進室 部長 

人材研修部 部長 塩山 玲 

保険金部 部長 兼  

カスタマーサービス統括部 部長 

保険金部 部長 伊藤 真哉 

札幌本社長代行 コンプライアンス統括部 

コンプライアンスシニアスーパーバイザー 

柏木 勝俊 

COOオフィスヘッド チーフテクノロジーオフィサー兼 

インフォメーションテクノロジー本部長 

木村 和彦 

東北北海道営業局 局長 関西営業局 局長 河連 俊英 

北信越営業局 局長 東北北海道営業局 局長 百束 則雄 

関西営業局 局長 郡山支社 支社長 安岐 豊浩 

九州営業局 局長 北信越営業局 局長 長井 繁 

青森支社 支社長 神戸支社 支社長 宮嶋 哲哉 
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秋田支社 支社長 北陸支社 支社長 黒沢 晃 

仙台支社 支社長 気仙沼営業所 営業所長 佐藤 浩 

郡山支社 支社長 青森支社 支社長 飯泉 貴史 

北陸支社 支社長 福井支社 支社長 江岸 達也 

福井支社 支社長 燕営業所 営業所長 斉藤 俊英 

群馬支社 支社長 土浦営業所 営業所長 林田 俊彦 

埼玉支社 支社長 秋田支社 支社長 河野 通隆 

神奈川支社 支社長 岡山支社 支社長 高倉 正人 

京滋支社 支社長 神奈川支社 支社長 三浦 貴博 

神戸支社 支社長 京滋支社 支社長 市川 智宏 

岡山支社 支社長 埼玉支社 支社長 田近 要 

大分支社 支社長 豊橋営業所 営業所長 尾家 弘祐 

宮崎支社 支社長 岡崎営業所 営業所長 高田 昌彦 

鹿児島支社 支社長 宮崎支社 支社長 望月 將生 

東日本 FA統括部 統括部長 兼 新宿 FA支社 

支社長 

東日本 FA統括部 統括部長 河野 克典 

仙台 FA支社 支社長 青山 FA支社 FAマネージャー 大石 真 

東京中央 FA支社 支社長 青山 FA支社 支社長 西畑 友裕 

池袋第二 FA支社 支社長 池袋中央 FA支社 FAマネージャー 海老原 正義 

青山 FA支社 支社長 つくば FA支社 支社長 山田 知彦 

つくば FA支社 支社長 名古屋 FA支社 FAマネージャー 村瀬 竜己 

横浜 FA支社 支社長 東京中央 FA支社 支社長 宮原 真 



 
 

   

名古屋 FA支社 支社長 仙台 FA支社 支社長 鈴村 則和 

中京中央 FA支社 支社長 中京 FA支社 FAネージャー 小松 顕二郎 

広島中央 FA支社 支社長 福岡天神 FA支社 支社長 原口 剛 

福岡 FA支社 支社長 名古屋 FA支社 支社長 岩田 淳 

福岡中央 FA支社 支社長 西日本 FA統括部 スーパーバイザー 石井 裕志 

金融法人統括部 統括部長 九州パートナービジネス統括部 

統括部長 

永田 義昭 

九州パートナービジネス統括部  

統括部長代理 

西日本パートナービジネス開発部 部長 高畷 正彦 

東北パートナービジネス営業部 部長 東北パートナービジネス営業所 

シニアスーパーバイザー 

神林 徹郎 

中部パートナービジネス営業部 部長 北陸パートナービジネス営業所 

セールスオフィスマネージャー 

水口 智弘 

北陸パートナービジネス営業部 部長 パートナービジネス推進グループ  

グループマネージャー 

西尾 優 

京都パートナービジネス営業部 部長 京都パートナービジネス営業所 

セールスオフィスマネージャー 

村田 敏彦 

西日本パートナービジネス開発部 部長 提携事業東日本営業部 担当部長 伊東 謙治 

関西パートナービジネス営業部 部長 中部パートナービジネス営業部 

営業第二グループ グループマネージャー 

竹林 和行 

九州パートナービジネス開発部 部長 九州パートナービジネス営業部 部長 蔦谷 誠一 

九州パートナービジネス営業部 部長 広域代理店首都圏営業部 部長 中村 慶太 

広域代理店首都圏営業部 部長 関西パートナービジネス営業部 部長 冨高 真二 

公法人部 部長 公法人部 営業第二グループ 

グループ長 

鈴木 誠 

東海法人営業部 部長 公法人部 部長 高橋 浩一 
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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、233

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。2015 年度には、2,747 億円の保険金や年金、給付金等をお支払いしています。また、「アクサ

損害保険」と「アクサダイレクト生命」を連結する親会社として、子会社各社の経営管理・監督を行っています。 

 

AXAグループについて 

AXAは世界 64ヶ国で 16万 6,000人の従業員を擁し、1億 300万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 2015 年度通期の売上は 990 億ユーロ、アンダーライング･ア

ーニングス（基本利益）は 56億ユーロ、2015 年 12月 31 日時点における運用資産総額は 1兆 3,630 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。 

 

～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 

 

 

 

 

 


