
2020年3月6日

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   下記のとおり役員異動、人事異動およびフェロー任命を行いましたので、お知らせいたします。 

1. 2020年4月1日付 役員異動

新 職 旧 職 氏名

人事部長 コンプライアンス統括部長 執行役員　奥山　元

経営管理部長 ニューヨーク支店長 執行役員　安藤　裕史

審査部長 役員付部長（人事部） 執行役員　阪井　卓司

役員付部長（リテール企画推進部）
㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼役員付部長

執行役員　沼島　一郎

法人マーケット統括部長
役員付部長（法人マーケット統括部）
兼役員付部長（リテール企画推進部）

執行役員　小関　憲一

法人マーケット副部門長・証券代行副事業
長

金融法人部長 執行役員　鈴木　正和

受託財産企画部長 ロンドン支店長 執行役員　伊原　隆史

受託財産副部門長・アセットマネジメント副
事業長

年金運用部長 執行役員　高鍋　朗

金融法人部長
㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼役員付部長

執行役員　名淵　一茂

京都支店長
㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼役員付部長

執行役員　小林　泰文

2. 2020年4月1日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

経営企画部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱へ出向

受託監理部 次長
兼コンプライアンス統括部

伊藤　健一

ＭＵＦＧへ出向
兼経営企画部 副部長

年金営業第６部 次長
兼受託監理部

舟橋　克実

ＭＵＦＧへ出向
兼総務部 副部長

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 菊本　淳

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 副部長
兼受託財産企画部 副部長

大塚　浩一

ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

不動産営業第３部 次長 石川　幸治

日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 年金信託部長 井上　順

三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱へ出向 市場業務部長 吉田　健男

三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱へ出向 大阪証券代行部 副部長 鯛　真輔

エム・ユー・トラスト総合管理㈱へ出向 大阪法人営業部長 峰尾　誠一

ＭＵＦＧへ出向
兼経営管理部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼経営管理部 次長

中村　雄平

役員異動、人事異動およびフェロー任命について



コンプライアンス統括部長
兼ＭＵＦＧへ出向

ＭＵＦＧへ出向
兼経営企画部 副部長

今村　達士

ＭＵＦＧへ出向
兼コンプライアンス統括部 副部長

コンプライアンス統括部 上級調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

中関　淳

ＭＵＦＧへ出向
兼監査部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼コンプライアンス統括部 副部長

高橋　和人

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人マーケット統括部）
兼役員付部長（リテール企画推進部）

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

槙　覚

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

立川支店長 吉田　譲之

ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 副部長
兼受託財産企画部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 部付部長

橋本　哲郎

テナントリーシング営業部長
テナントリーシング営業部 次長
兼法人マーケット統括部

白川　朋道

ＭＵＦＧへ出向
兼受託財産企画部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼受託財産企画部 次長
兼経営企画部 主任調査役
兼フロンティア戦略企画部
兼受託監理部

後藤　康太

インベスターサービス事業部長 ＭＵＦＧキャピタル・アナリティクスへ出向 中澤　裕

年金コンサルティング部長 年金コンサルティング部 部付部長 徳永　祥三

年金信託部長 年金コンサルティング部長 石原　研

年金信託部 副部長 年金信託部 部付部長 山道　直樹

年金運用部長 受託運用部長 原田　真一

受託運用部長
ＭＵＦＧへ出向
兼受託財産企画部 副部長

石垣　靖

役員付部長（受託運用部） 受託運用部 次長 菊地　和浩

市場業務部長

市場企画部 次長
兼ＭＵＦＧへ出向
兼経営企画部 主任調査役
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

廣田　剛

不動産営業第２部長 グループ不動産営業部 次長 瀧　雅一

年金営業第４部長
年金営業第２部 次長
兼受託監理部

大屋　裕樹

大阪証券代行部 副部長
大阪証券代行部 次長
兼証券代行部 主任調査役

金岡　拓朗

本店営業部長 町田支店長 並木　直彦

名古屋法人営業部長 柏支店長 糸川　伸哉

大阪法人営業部長
ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

向井　祥男

金融法人部 副部長
ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

長野　智幸

本店法人営業部長 ㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 齋藤　直樹

中野支店長
ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 次長

佐々木　淳也

立川支店長
リテール企画推進部 部付部長
兼経営企画部 上級調査役

大塚　秀樹

町田支店長
リテール企画推進部 部付部長
兼経営企画部 上級調査役

中山　明彦



横浜駅西口支店長
兼川崎支店長

本店営業部長 大木　治

柏支店長
ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 上級調査役

湯沢　徹

ニューヨーク支店長
兼ＭＵＦＧへ出向

ニューヨーク支店 副支店長
兼ＭＵＦＧへ出向

石田　勝哉

ロンドン支店長
兼ＭＵＦＧへ出向

ロンドン支店 副支店長 阿部　利宏

社員相談室長 中野支店長 池端　宏忠

3. 2020年4月1日付 フェロー任命

新 職 旧 職 氏名

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 フェロー
兼経営企画部

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 部付部長

小谷　亨一

法人コンサルティング部 フェロー
兼経営企画部

法人コンサルティング部 部付部長 牧野　達也

年金運用部 フェロー
兼経営企画部

年金運用部 部付部長 阿久津　太

経営企画部 フェロー
兼ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱へ出向

経営企画部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱へ出向

尾野　賢一

年金信託部長兼フェロー
兼経営企画部

年金信託部長 石原　研

資産運用部 副部長兼フェロー
兼経営企画部

資産運用部 副部長 三橋　和之

資産運用部 フェロー
兼経営企画部

資産運用部 部付部長 小林　正昭

経営企画部 フェロー
兼ＭＵＦＧへ出向

経営企画部 部付部長
兼ＭＵＦＧへ出向

吉谷　晋

ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 フェロー
兼経営企画部

ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 部付部長

長濱　京介

受託運用部 フェロー
兼経営企画部

受託運用部 部付部長 岡本　卓万

ヒューマンリソース戦略コンサルティング部
副部長兼フェロー
兼経営企画部

ヒューマンリソース戦略コンサルティング部
副部長

内ヶ﨑　茂

クレジット投資部 フェロー
兼経営企画部
兼市場企画部

クレジット投資部 次長
兼市場企画部

高坂　晋一

資産金融部 フェロー
兼経営企画部
兼法人マーケット統括部

資産金融部 次長
兼法人マーケット統括部

高橋　慶治

不動産信託部 フェロー
兼経営企画部

不動産信託部 主任調査役 水戸　達彦

ウェルスマネジメント営業部 フェロー
兼経営企画部
兼リテール企画推進部

ウェルスマネジメント営業部 次長
兼リテール企画推進部

酒井　健太郎

不動産コンサルティング部 フェロー
兼経営企画部

不動産コンサルティング部 課長 大溝　日出夫



4. 2020年4月2日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

総務部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 尾上　進

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
ＭＵＦＧへ出向
兼法人マーケット統括部 副部長

新谷　剛

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 大阪不動産部 副部長 森　将行

菱進ホールディングス㈱[菱進都市開発㈱]
へ出向

総務部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

藤木　裕

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向
ＭＵＦＧへ出向
兼監査部 副部長

波田野　桂

㈱三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所へ出向 資産運用部 副部長 坂巻　敏史

アールワイ保険サービス㈱へ出向 上野支店長 上野　寧

ＭＵＦＧへ出向
兼監査部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼業務ＩＴ企画部 副部長

広瀬　武史

ＭＵＦＧへ出向
兼業務ＩＴ企画部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼人事部 副部長

城石　裕之

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

リテール企画推進部 次長
兼ＭＵＦＧへ出向

北林　將

リテール企画推進部 副部長
兼コンプライアンス統括部
兼ＭＵＦＧへ出向

リテール融資業務部 副部長 斉藤　圭

リテール融資業務部長
兼三菱ＵＦＪトラスト保証㈱へ出向

リテール融資業務部長 大矢　裕二

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人マーケット統括部）

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 榊原　弘一

法人コンサルティング部 部付部長 仙台支店長 飯島　正光

資産運用部 副部長兼フェロー
兼経営企画部

資産運用部 フェロー
兼経営企画部

小林　正昭

大阪不動産部 副部長 ㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 八木澤　賢士

上野支店長
リテール企画推進部 副部長
兼コンプライアンス統括部
兼ＭＵＦＧへ出向

渡邉　宏

仙台支店長 ㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 大井　薫

5. 2020年4月3日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

不動産コンサルティング部 副部長 不動産コンサルティング部 次長 東口　弘和

解不動産コンサルティング部 副部長 不動産コンサルティング部 副部長 深谷　哲郎

以上


