
平成27年8月18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。 

1．10月1日付役員異動

新 職 旧 職 氏名

年金営業第２部長 年金営業第５部長 執行役員　中川 聖

大阪年金営業部長 大阪年金営業第１部長 執行役員　青野 准治

2．8月18日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱へ出向
兼事務管理部 主任調査役
兼リテール融資業務部 主任調査役

三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱へ出向
兼事務管理部 主任調査役

難波 貴子

3．10月1日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

フロンティア戦略企画部 副部長
兼経営企画部 上級調査役

フロンティア戦略企画部 副部長
兼経営企画部 主任調査役

奥 順一

総務部 副部長
総合資金部 統括マネージャー
兼市場国際部

井上 英明

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱
へ出向

上大岡支店長 金子 芳正

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長
兼経営企画部 上級調査役

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

郡 孝明

三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱へ出向
兼事務管理部 上級調査役
兼リテール融資業務部 上級調査役

三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱へ出向
兼事務管理部 主任調査役
兼リテール融資業務部 主任調査役

難波 貴子

三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱へ出向 プライベートバンキング営業部 （副部長級） 小林 一夫

アールワイ保険サービス㈱へ出向 証券代行営業第１部長 内田 康治

コンプライアンス統括部 部付部長 コンプライアンス統括部 主任調査役 神谷 厚至

リテール企画推進部 部付部長 上野支店長 大木 治

役員異動および人事異動について

1/3



リテール企画推進部 部付部長 岐阜支店長 亀田 敏明

リテール企画推進部 部付部長 リテール企画推進部 （副部長級） 岡田 豊

リテール企画推進部 部付部長 リテール企画推進部 （副部長級） 菅野 善彦

リテール企画推進部 部付部長 リテール企画推進部 （副部長級） 立山 直司

プライベートバンキング営業部 部付部長 プライベートバンキング営業部 （副部長級） 古田 修

受託財産企画部 副部長
兼フロンティア戦略企画部 上級調査役
兼市場国際部 上級調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

受託財産企画部 副部長
兼フロンティア戦略企画部 主任調査役
兼市場国際部 主任調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

杉崎 幹雄

年金信託部 副部長
兼年金コンサルティング部 上級調査役

年金信託部 副部長
兼年金コンサルティング部 主任調査役

小川 裕之

海外アセットマネジメント事業部 副部長
兼受託財産企画部 上級調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

海外アセットマネジメント事業部 副部長
兼受託財産企画部 主任調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

川上 豊

受託運用部 部付部長 年金営業第６部長 三田村 忠芳

不動産コンサルティング部 部付部長 不動産コンサルティング部 主任調査役 山﨑 暢之

不動産営業第１部長 不動産部 副部長 平舘 誠一

不動産営業第２部長 不動産営業第１部長 田中 政樹

不動産営業第３部長 不動産営業第１部 副部長 鐘川 正喜

グループ不動産営業第１部長 不動産営業第２部長 小関 憲一

グループ不動産営業第２部長 不動産営業第３部長 鶴畑 雅弘

証券代行営業第１部長 証券代行営業第３部長 平山 裕啓

証券代行営業第２部 副部長 不動産営業第１部 統括マネージャー 赤羽 拓一郎

証券代行営業第３部長 証券代行営業第４部長 藤原 浩史

証券代行営業推進部長 証券代行営業第３部 統括マネージャー 田籠 雅宏

本店営業部 副部長
本店営業部 次長
兼リテール企画推進部

飯田 知己

本店法人営業部長 総務部 副部長 大石 良直

年金営業第１部長 年金営業第４部長 濵川 孝

年金営業第３部長 年金営業第２部長 高松 俊彦

年金営業第４部長 年金営業第７部長 山家 克博
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年金営業第５部長 年金営業第３部長 寺本 吉伸

年金営業推進部長 年金営業第１部長 宇野 泰二郎

九州法人営業部長 仙台支店長 乗田 憲

上野支店長 鹿児島支店長 青木 寿保

池袋支店長 リテール企画推進部 （副部長級） 黒田 吉隆

上大岡支店長 高崎支店長 牧野 孝尚

仙台支店長 大阪年金営業第２部長 坡山 奇右

高崎支店長 監査部 統括マネージャー 杉崎 泰宏

岐阜支店長 監査部 主任調査役 斉藤 圭

鹿児島支店長
柏支店 次長
兼リテール企画推進部

中山 明彦

賛事 証券代行営業第４部 副部長 元廣 一仁

賛事 九州法人営業部長 宮澤 浩元

賛事 池袋支店長 齋藤 力也

4．10月2日付人事異動

新 職 旧 職 氏名

西宮支店長 監査部 主任調査役 糸川 伸哉

解西宮支店長 西宮支店長 竹内 明

以　上
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