
平成27年5月15日

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8日付役員異動

新 職 旧 職 氏名

役員付部長（法人統括部） 京都支店長 執行役員　石川 恭

役員付部長（海外アセットマネジメント事業
部）

ロンドン支店長 執行役員　安田 敬之

2．6月24日付役員異動

新 職 旧 職 氏名

経営企画部長 法人統括部長 執行役員　米花 哲也

業務ＩＴ企画部長 事務統括部長 執行役員　大西 秀昭

法人統括部長 役員付部長（法人統括部） 執行役員　石川 恭

海外アセットマネジメント事業部長
役員付部長（海外アセットマネジメント事業
部）

執行役員　安田 敬之

横浜駅西口支店長 梅田支店長 執行役員　五十嵐 正悟

ニューヨーク支店長
兼ケイマン支店長

ニューヨーク支店 副支店長 執行役員　佐々木 章浩

3．5月25日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向 名駅支店長 石本 千明

リテール企画推進部 （副部長級） 柏支店長 岡田 豊

リテール受託業務部 副部長 浦和支店長 中田 隆久

不動産コンサルティング部 副部長
兼法人統括部

不動産コンサルティング部 副部長 宮下 直樹

自由が丘支店長 平塚支店長 田中 麻里子

川崎支店長 岡山支店長 武田 均

藤沢支店長 リテール企画推進部 （副部長級） 藤家 真

平塚支店長 リテール企画推進部 主任調査役 河原 弘和

柏支店長 自由が丘支店長 野網 周一郎
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浦和支店長 藤沢支店長 小林 修

名駅支店長 リテール受託業務部 副部長 入江 誠

岡山支店長
吉祥寺支店 次長
兼リテール企画推進部

森重 進

解川崎支店長 川崎支店長 小林 誠一

4．6月8日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

人事部 副部長 人事部 統括マネージャー 下口 幸徳

日本確定拠出年金コンサルティング㈱
へ出向

ＭＵＦＧへ出向
兼受託財産企画部 統括マネージャー

清水 良二

コンプライアンス統括部長
兼ＭＵＦＧへ出向

人事部 副部長 山本 晋広

コンプライアンス統括部 主任調査役 日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 神谷 厚至

役員付部長（営業第１部） 大阪法人営業第２部長 西田 泰

営業第２部長 営業第８部長 鍋岡 正俊

営業第８部長
営業第４部 統括マネージャー
兼法人統括部

佐藤 裕

大阪法人営業第２部長 人事部 統括マネージャー 山代 雄一郎

京都支店長 営業第２部長 辻 義輝

ロンドン支店長
兼ＭＵＦＧへ出向

ロンドン支店 副支店長 金森 比左志

賛事
コンプライアンス統括部長
兼ＭＵＦＧへ出向

八木 清公

5．6月24日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

経営企画部 副部長
兼市場国際部 副部長
兼エム・ユー・トラスト総合管理㈱へ出向

経営企画部 副部長
兼エム・ユー・トラスト総合管理㈱へ出向

篠木 寛司

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向 運用商品開発部 副部長 中井 健二

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長
兼経営企画部 主任調査役

金栄 洋史

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長
兼経営企画部 主任調査役

リテール企画推進部 統括マネージャー
兼ＭＵＦＧへ出向

郡 孝明

審査部長 融資営業部長 長谷川 昌史

役員付部長（業務ＩＴ企画部）
兼ＭＵＦＧへ出向

システム企画部長
兼ＭＵＦＧへ出向

向原 敏和
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役員付部長（法人統括部）
兼ＭＵＦＧへ出向

役員付部長（法人統括部）
兼証券代行部長
兼ＭＵＦＧへ出向

石崎 浩二

役員付部長（法人統括部）
兼ＭＵＦＧへ出向

経営企画部 副部長
兼市場国際部 副部長

谷川 和路

法人コンサルティング部長 法人コンサルティング部 副部長 相 幸子

法人コンサルティング部 副部長
ＭＵＦＧへ出向
兼法人統括部 副部長
兼市場国際部 主任調査役

渡辺 勝之

年金運用部長 受託運用部長 中南 穣

受託運用部長
受託運用部 統括マネージャー
兼受託監理部

高鍋 朗

役員付部長（資産運用部） 資産運用部 副部長 永島 卓

役員付部長（資産運用部） インデックス戦略運用部長 増田 義之

不動産部長 不動産営業第２部長 小出 晋

不動産営業第２部長
システム企画部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

小関 憲一

証券代行部長 三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向 佐藤 哲也

営業第１部長 役員付部長（営業第１部） 西田 泰

融資営業部長
融資営業部 統括マネージャー
兼法人統括部

阪井 卓司

年金営業第１部長 年金営業第１部 副部長 宇野 泰二郎

大阪年金営業第１部長 受託財産企画部 副部長 青野 准治

梅田支店長
ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

新井 進一

シンガポール支店長 海外アセットマネジメント事業部長 原田 義久

6．7月1日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

三菱ＵＦＪ国際投信㈱へ出向
役員付部長（受託財産企画部）
兼ＭＵＦＧへ出向

代田 秀雄

7．7月3日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

ＭＵＦＧへ出向
市場企画部 統括マネージャー
兼市場国際部
兼ＭＵＦＧへ出向

斎藤 忠志

以　上
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