
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  下記のとおり役員異動および人事異動を行いましたので、お知らせいたします。 

１．６月１日付役員異動

新 職 旧 職

証券代行部長 兼証券代行営業推進部長 証券代行部長 執行役員 中西 敏和

京都支店長 兼京都中央支店長 京都支店長 執行役員 齋藤 廣志

２．６月２８日付役員異動

新 職 旧 職

京都支店長 兼京都中央支店長 リテール企画推進部長 執行役員 伊藤 芳康

３．５月２９日付人事異動

新 職 旧 職

本店営業部副部長 静岡中央支店長 小玉 健

静岡支店長 兼静岡中央支店長 静岡支店長 野崎 知

神戸支店長 兼神戸中央支店長 神戸支店長 野田 剛

神戸支店副支店長
兼神戸中央支店副支店長

神戸中央支店長 西澤 裕

４．６月１日付人事異動

新 職 旧 職

経営企画部副部長 公的資金運用部長 池谷 幹男

システム統合推進部長
兼リテール企画推進部副部長

システム統合推進部長 金子 初仁

システム統合推進部副部長 日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 林 徹

コストマネジメント室長
コストマネジメント室 統括マネージャー
兼経営企画部

竹内 昌也

総務部長 コストマネジメント室長 武田 吉央

審査部副部長 審査部 統括マネージャー 富永 展夫

資産金融第１部副部長 香港支店 次長 星野 信継

公的資金運用部長 株式運用部副部長 大橋 一裕

運用商品開発部副部長
兼投資企画部副部長

運用商品開発部副部長 鈴木 晃

本店営業部長 梅田支店長 土居 勝

東京財務相談部副部長 ローン営業部長 加治木 正道

東京財務相談部副部長 ローン営業部副部長 原 靖
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新 職 旧 職

本店法人営業第２部長 三菱ＵＦＪ投信㈱へ出向 矢崎 晴久

本店法人営業第２部副部長 本店法人営業第１部副部長 深山 裕庸

営業第８部長 不動産営業第１部副部長 山口 裕之

営業開発部長 審査部副部長 田部井 保芳

名古屋法人営業部長
兼名古屋中央支店副支店長

本店法人営業第２部長 野川 宏治

大阪年金営業第２部長 三菱ＵＦＪ投信㈱へ出向 増岡 弘樹

日本橋支店長
ＭＵＦＧへ出向 兼リテール企画推進部 統
括マネージャー

石原 俊宏

新宿支店長 兼新宿新都心支店長 新宿支店長 木村 勉

自由が丘駅前支店長
兼自由ヶ丘支店長

自由が丘駅前支店長 小林 靖治

池袋支店長 兼西池袋支店長 池袋支店長 近藤 秀昭

高崎支店長 鹿児島支店長 石津 悟

京都支店副支店長
兼京都中央支店副支店長

自由ヶ丘支店長 田口 芳郎

梅田支店長 リテール企画推進部 主任調査役 西岡 康則

難波支店長 新宿新都心支店長 高橋 三二郎

姫路支店長 役員付部長（事務管理部） 楠木 英美

福岡支店長 兼福岡中央支店長 高崎支店長 鈴木 重夫

鹿児島支店長
ＭＵＦＧへ出向 兼法人企画推進部 統括マ
ネージャー

関屋 義和

日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 大阪年金営業第２部長 慶野 淳

ＭＵＦＧへ出向 兼法人企画推進部副部長
ＭＵＦＧへ出向 兼法人企画推進部 統括マ
ネージャー

神谷 厚至

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行へ出向 不動産営業第１部 統括マネージャー 越智 英彰

賛事 総務部長 清野 政己

賛事 営業第８部長 中野 能行

賛事 京都中央支店長 井上 賢一

賛事 福岡支店長 兼福岡中央支店長 天野 隆義

５．６月２８日付人事異動

新 職 旧 職

経営企画部副部長 審査部 統括マネージャー 尾形 史弘

システム統合推進部長 システム統合推進部副部長 林 徹

審査部長 営業第３部長 吉田 耕二
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新 職 旧 職

監査部副部長 兼ＭＵＦＧへ出向 ＭＵＦＧへ出向 兼ローン企画推進部副部長 福間 潔

システム企画部副部長
事業企画部 統括マネージャー
兼コストマネジメント室

岩下 具己

受託財産企画部副部長 年金信託部副部長 後上 勝

受託財産企画部副部長 兼コストマネジメン
ト室

ＭＵＦＧへ出向 兼受託財産企画部 統括マ
ネージャー 兼システム統合推進部

津布楽 健司

年金信託部長 受託財産企画部副部長 岡本 純一

不動産管理部長
不動産オリジネーション部 統括マネー
ジャー

山﨑 暢之

大阪証券代行部長 大阪証券代行部副部長 原口 裕

営業第３部長 大阪法人営業第３部長 藤本 清貴

営業第４部長 営業第５部長 江川 邦彦

営業第５部長 営業第１０部長 松本 薫

営業第１０部長 長野支店長 湯本 市造

大阪法人営業第３部長 監査部副部長 兼ＭＵＦＧへ出向 中井 要

九州法人営業部長
受託財産企画部副部長 兼人事部
兼コストマネジメント室

笹尾 誠一郎

長野支店長 経営企画部副部長 松谷 信吉

高知支店長
経営企画部 統括マネージャー 兼フロン
ティア戦略企画部 兼システム統合推進部

浅野 誠一郎

北九州支店長
兼福岡中央支店副支店長

高知支店長 石丸 文雄

ＭＵＦＧへ出向 兼ローン企画推進部副部長
北九州支店長
兼福岡中央支店副支店長

加藤 記究

賛事 不動産管理部長 河野 正義

以上
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