
 

 
2019年 12月 25日 

 

アクサ生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：安渕 聖司）は、下記のとおり、人事異動を発表し

ました。 

記 

 

部長人事 

2020年 1月 1日付 

＜新役職＞   ＜旧役職＞  ＜氏名＞ 

戦略企画・事業開発部 部長 戦略企画グループマネージャー 丹呉 森生 

 

ビジネスサポート＆インテリジェンス 部長 ＳＦＰＡ マネージャー 掛川 大介 

 

サービシング＆デジタル・イノベーション  

トライブリードジェネラルマネージャー 

マーケティング データ＆アナリティクス  

トライブリードジェネラルマネージャー 

ハインツ マーク 

インシュランス プロダクト  

トライブリードジェネラルマネージャー 

コーポレート ファンクション  

トライブリードマネージャー 

南山 敏明 

ビジネス アプリケーション プラットフォーム  

トライブリードジェネラルマネージャー 

ビジネス アプリケーション プラットフォーム  

トライブリードマネージャー 

小堀 美月 

ＩＴストラテジー＆ポートフォリオ 部長 インシュランス プロダクト  

トライブリードジェネラルマネージャー 

プロバン ギャリ― 

テクニカル＆プライシング本部  

テクニカル＆プライシングヘッド 

AXA China Region 

エグゼクティブアシスタント 
河島 鉄郎 

ＭＣＶＰ統括部 統括部長 兼 マーケティングパ

ートナー開発推進室 室長 

ＭＣＶＰ統括部 統括部長 前原 充宏 

営業教育部 部長 静岡支社 支社長 松田 雅博 

東北北海道営業局 局長 関西東海営業局 局長 竹本 一 

旭川支社 支社長 鈴鹿営業所 営業所長 稲垣 佳樹 

青森支社 支社長 旭川支社 支社長 大森 賢二 

山形支社 支社長 ＣＣＩ採用育成グループ グループマネージャー 中尾 和司 

新潟支社 支社長 広島支社 支社長 支社長 浅岡 正剛 



 

松本支社 支社長 宮崎支社 支社長 高田 昌彦 

東京支社 支社長 千葉支社 支社長 柴崎 達也 

千葉支社 支社長 東京支社 担当部長 原田 恭子 

静岡支社 支社長 東エリアトレーニンググループ  

グループマネージャー 

野々村 修 

関西東海営業局  局長 関西東海営業局 副局長 平出 恒司 

大阪支社 支社長 神戸支社 支社長 市川 智宏 

神戸支社 支社長 山形支社 支社長 東 孝一 

中国四国営業局 局長 松本支社 支社長 栗本 勝也 

広島支社 支社長 青森支社 支社長 宮嶋 哲哉 

九州営業局 局長 新潟支社 支社長 長岡 信介 

大分支社 支社長 鹿児島営業所 営業所長 湯本 新平 

宮崎支社 支社長 宮崎営業所 営業所長 石橋 浩 

ＦＡ営業推進部 部長 第三ＦＡ統括部 統括部長 西畑 友裕 

第三ＦＡ統括部 統括部長 大阪ＦＡ支社 支社長 堀 茂 

ＦＡマンパワー推進室 室長 ＦＡマーケット開発グループ  

グループマネージャー 

北田 益也 

つくばＦＡ支社 支社長 首都圏第一ＦＡ支社 支社長 真田 一郎 

首都圏第一ＦＡ支社 支社長 横浜ＦＡ支社 支社長 宮原 真 

横浜ＦＡ支社 支社長 横浜ＦＡ支社 ＦＡマネージャー 作田 利彦 

千葉ＦＡ支社 支社長 東京第二ＦＡ支社 ＦＡマネージャー 門田 秀彦 

大阪ＦＡ支社 支社長 大阪ＦＡ支社 ＦＡマネージャー 寺本 英明 

近畿ＦＡ支社 支社長 福岡中央ＦＡ支社 支社長 石井 裕志 



 

福岡中央ＦＡ支社 支社長 福岡中央ＦＡ支社 ＦＡマネージャー 安河内 貴信 

首都圏パートナービジネス第一営業部 部長 九州パートナービジネス営業部 部長 中村 慶太 

横浜パートナービジネス営業部 部長 広域代理店第一営業部 部長 冨高 真二 

名古屋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 部長 袴田 夏樹 

静岡パートナービジネス営業部 部長 中四国パートナービジネス営業部 部長 高田 典弥 

北陸パートナービジネス営業部 部長 関西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 

森川 太郎 

大阪パートナービジネス営業部 部長 関西パートナービジネス営業部 部長 加藤 泰昭 

広島パートナービジネス営業部 部長 広域代理店第一営業部 営業第一グループ 

グループマネージャー 

百瀬 大次郎 

神戸パートナービジネス営業部 部長 神戸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 

高慶 勝太 

福岡パートナービジネス営業部 部長 静岡パートナービジネス営業部 部長 二宮 紹房 

北九州パートナービジネス営業部  部長 北九州パートナービジネス営業部 部長代行 伊久美 茂男 

広域代理店第一営業部 部長 北陸パートナービジネス営業部 部長 西尾 優 

広域代理店関西営業部 部長 広域代理店関西営業部 部長代行 鳥潟 貞治 

提携事業統括部  部長 提携事業東日本営業部 部長 大塚 裕司 

提携事業東日本営業部 部長 首都圏パートナービジネス第一営業部 部長 川崎 正裕 

提携事業西日本営業部 部長 横浜パートナービジネス営業部 部長 村田 敏彦 
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 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 

   

 

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

