
平成20年5月20日

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

役員異動および人事異動について

  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2日付役員異動

新 職 旧 職 氏  名

リテール企画部長
横浜駅西口支店長
兼横浜支店長 兼神奈川営業部長

執行役員 鈴木 久美

法人企画推進部長 人事部長 執行役員 石井 裕

営業第７部長 役員付部長（人事部） 執行役員 中田 重次

京都支店長
兼京都中央支店長

リテール企画部長 執行役員 金子 初仁

解コンプライアンス統括部長 コンプライアンス統括部長 執行役員 西村 充市

解法人企画推進部長 法人企画推進部長 執行役員 山崎 光

解投資企画部長 投資企画部長 執行役員 齊上 裕弥

解営業第７部長 営業第７部長 執行役員 森崎 純成

解京都支店長
解京都中央支店長

京都支店長
兼京都中央支店長

執行役員 伊藤 芳康

2．6月26日付役員異動

新 職 旧 職 氏  名

名古屋法人営業部長 神戸支店長 兼神戸中央支店長 執行役員 野田 剛

3．6月27日付役員異動

新 職 旧 職 氏  名

システム企画部長 システム統合推進部長 執行役員 林 徹

解システム企画部長 システム企画部長 執行役員 川崎 隆

＊執行役員 川崎隆は、6月27日付にて三菱ＵＦＪトラストシステム㈱ 代表取締役社長に就任予定

4．5月30日付人事異動

新 職 旧 職 氏  名

解 役員付部長（システム企画部） 役員付部長（システム企画部） 藤井 悌一

1/4



5．6月2日付人事異動

新 職 旧 職 氏  名

経営企画部 副部長 事務管理部 副部長 滝沢 聡

経営企画部 副部長
兼システム統合推進部 副部長

経営企画部 副部長 竹内 昌也

人事部長 資産金融第１部長 水野 秀紀

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人企画推進部）

ＭＵＦＧへ出向
兼法人企画推進部 副部長

浅沼 正尚

三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱へ出向 宇都宮支店長 大原 義之

経営管理部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

経営企画部 統括マネージャー
兼ＭＵＦＧへ出向

木村 健

コンプライアンス統括部長
兼ＭＵＦＧへ出向

経営管理部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

中里 孝之

事務管理部長 国際事務管理部長 佐藤 三郎

資産金融第１部長 株式運用部長 小林 洋介

年金コンサルティング部 主任調査役 年金営業第７部長 山口 仁司

投資企画部長 兼ＭＵＦＧへ出向 年金信託部 副部長 松下 睦

役員付部長（投資企画部） 投資企画部 副部長 宮永 憲一

投資企画部 副部長 投資企画部 統括マネージャー 塚原 健二

株式運用部長 投資企画部 副部長 荒 和英

役員付部長（証券代行部） 証券代行部 副部長 庵 栄治

国際事務管理部長 市場国際部 副部長 矢矧 由希夫

営業第４部長 大阪法人営業第２部長 米田 総一郎

営業第５部長 高松支店長 伊賀 雄治

営業第１０部長
ＭＵＦＧへ出向
兼法人企画推進部 副部長

越智 英彰

大阪法人営業第２部長 営業第５部長 松本 薫

年金営業第７部長 株式運用部 副部長 望月 一

日本橋支店長
大阪法人営業第１部 統括マネージャー
兼法人企画推進部

阪野 峰雄

町田支店長
神戸支店 副支店長
兼神戸中央支店 副支店長

西澤 裕

横浜駅西口支店長
兼横浜支店長 兼神奈川営業部長

町田支店長 小松 彰彦

仙台支店長 兼仙台駅前支店長 役員付部長（人事部） 金野 加多男
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宇都宮支店長
ＭＵＦＧへ出向 兼法人企画推進部 統括マ
ネージャー 兼人事部

五十嵐 正悟

浜松支店長 日本橋支店長 石原 俊宏

高松支店長 経営企画部 副部長 尾形 史弘

賛事 日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 杉山 裕人

賛事 事務管理部長 森岡 一彦

賛事 営業第４部長 江川 邦彦

賛事 営業第１０部長 湯本 市造

賛事 仙台支店長 兼仙台駅前支店長 菅谷 昭彦

賛事 浜松支店長 吉田 豊

賛事
京都支店 副支店長
兼京都中央支店 副支店長

田口 芳郎

6．6月17日付人事異動

新 職 旧 職 氏  名

米国三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 会長兼社長 役員付部長（受託財産企画部） 皆川 宏

7．6月26日付人事異動

新 職 旧 職 氏  名

役員付部長（人事部） 名古屋法人営業部長 野川 宏治

審査部長 審査部 副部長 岡本 邦夫

システム企画部 副部長 兼経営企画部
システム企画部 グループマネージャー
兼経営企画部

大熊 常道

審査部 副部長 審査部 統括マネージャー 西澤 拓郎

ＭＵＦＧへ出向
兼法人企画推進部 副部長

投資企画部 主任調査役 中西 弘

ＭＵＦＧへ出向
兼法人企画推進部 副部長

三菱ＵＦＪ証券㈱へ出向 坂野 弘和

不動産オリジネーション部長 不動産オリジネーション部 副部長 東條 弘行

不動産オリジネーション部 副部長 法人企画推進部 統括マネージャー 佐藤 靖典

金融法人部長 証券営業部長 金子 雅俊

証券営業部長 長野支店長 松谷 信吉

長野支店長 システム企画部 副部長 岩下 具己

神戸支店長 兼神戸中央支店長 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行へ出向 掛川 昇
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8．6月27日付人事異動

新 職 旧 職 氏  名

システム統合推進部長
兼経営企画部 副部長

経営企画部 副部長
兼システム統合推進部 副部長

竹内 昌也

営業開発部長 日本シェアホルダーサービス㈱へ出向 奥田 実

エム・ユー・トラスト流動化サービス㈱へ出
向

営業開発部長 田部井 保芳

以　上
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