
2021年3月4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. 2021年4月1日付 役員異動

新 職 旧 職 氏名

経営企画部長 ＨＲソリューション部長 執行役員　下口　幸徳

役員付部長（経営企画部） 経営企画部長 執行役員　二木　健匡

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼役員付部長

役員付部長（リテール企画推進部） 執行役員　沼島　一郎

監査部長 市場企画部長 執行役員　河原　史和

リテール企画推進部長
㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼役員付部長（リテール企画推進部）

執行役員　金栄　洋史

法人コンサルティング部長
証券代行営業第１部長
兼証券代行営業第２部長

執行役員　赤羽　拓一郎

受託財産副部門長・年金受託事業長、年金
事業長

年金営業第２部長 執行役員　合田　賢一

証券代行営業第１部長
兼証券代行営業第２部長

大阪証券代行部長 執行役員　田籠　雅宏

年金営業第２部長 大阪年金営業部長 執行役員　大島　直樹

池袋支店長
梅田支店長
兼大阪支店長

執行役員　田中　麻里子

梅田支店長
兼大阪支店長

新宿支店長 執行役員　大島　靖自

シンガポール支店長 グローバルアセットマネジメント部長 執行役員　木本　博介

解クレジット投資部長 クレジット投資部長 執行役員　早川　昇

2. 2021年4月1日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

総務部 上級調査役
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

橋本　哲郎

ＭＵＦＧへ出向
兼総務部 副部長

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向 大野　哲也

日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向
ＭＵＦＧへ出向
兼経営企画部 副部長

別所　司

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（経営企画部）
兼業務ＩＴ企画部

ＭＵＦＧへ出向
兼経営企画部 副部長
兼業務ＩＴ企画部

田中　利宏

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

花見　哲

ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱UFJ銀行へ出向

ＭＵＦＧへ出向
兼リテール企画推進部 副部長

北林　將
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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 副部長

白井　孝

日本シェアホルダーサービス㈱へ出向
兼経営企画部
兼法人マーケット統括部

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

長濱　京介

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（受託財産企画部）

ＭＵＦＧへ出向
兼受託財産企画部 副部長

後藤　康太

ＭＵＦＧへ出向
兼業務ＩＴ企画部 副部長

三菱ＵＦＪトラストシステム㈱へ出向 斉藤　孝

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱
へ出向

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

斉藤　圭

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
リテール企画推進部 次長
兼リテール受託業務部

清水　出

三菱ＵＦＪ不動産販売㈱へ出向 不動産信託部長 小泉　光典

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人マーケット統括部）

資産金融部 副部長
兼法人マーケット統括部 副部長
兼経営企画部
兼フロンティア戦略企画部
兼ＭＵＦＧへ出向

原田　寛規

ＭＵ投資顧問㈱へ出向
資産形成アドバイザリー部長
兼ＭＵＦＧへ出向

斎藤　英一郎

ＭＵＦＧへ出向
兼経営管理部 副部長

海外アセットマネジメント事業部長
兼ＭＵＦＧへ出向

斎藤　正憲

日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 受託運用部長 石垣　靖

エム・ユー・トラスト不動産管理㈱へ出向
兼ＭＵ投資顧問㈱へ出向

不動産営業第１部長 山田　幸満

ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人マーケット統括部）

証券代行営業第３部長
兼証券代行営業第４部長

小島　政彦

ＭＵＦＧへ出向
兼㈱三菱UFJ銀行へ出向

渋谷支店 副支店長
兼五反田支店 副支店長
兼リテール企画推進部

御澤　賢一郎

㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 池袋支店長 旦　一哉

ＭＵＦＧへ出向
兼市場企画部 副部長
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

ロンドン支店 次長 石川　全伸

ＭＵＦＧへ出向
兼人事部 副部長

ＭＵＦＧへ出向
兼人事部 次長

黒田　達也

役員付部長（リテール企画推進部）
ＭＵＦＧへ出向
兼業務ＩＴ企画部 副部長

城石　裕之

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

リテール企画推進部 上級調査役 大西　誠

リテール企画推進部 上級調査役 ウェルスマネジメント営業部長 小林　修

リテール受託業務部 上級調査役
㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向
兼ＭＵＦＧへ出向

小西　孝明

法人コンサルティング部 フェロー
兼経営企画部
兼日本シェアホルダーサービス㈱へ出向

法人コンサルティング部 課長
兼日本シェアホルダーサービス㈱へ出向

久保　正人

不動産管理部長
不動産信託部 次長
兼法人マーケット統括部

岡本　泰典

不動産管理部 フェロー
兼経営企画部

不動産信託部 フェロー
兼経営企画部

水戸　達彦



グループ不動産営業部長 不動産営業第２部長 瀧　雅一

不動産ファンドサービス部長 不動産管理部 次長 赤津　紀子

証券代行営業推進部長
法人コンサルティング部 副部長
兼経営企画部

藪下　陽一

役員付部長（受託財産企画部）
兼MUFGへ出向

受託財産企画部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

三木　健

受託運用部長
ＭＵＦＧへ出向
兼アセットマネジメント事業部 次長
兼受託監理部

古賀　克視

オルタナティブアセット運用部 副部長
不動産営業第１部 次長
兼法人マーケット統括部

寺澤　康雄

グローバルアセットマネジメント部長 香港支店長 染谷　知

資産形成推進部長
兼MUFGへ出向

年金コンサルティング部 次長
兼経営企画部 上級調査役
兼法人コンサルティング部 上級調査役

阪野　守一

市場企画部長
兼MUFGヘ出向

ＭＵＦＧへ出向
兼市場企画部 副部長

杉山　裕一

クレジット投資部長兼フェロー
兼経営企画部
兼㈱三菱UFJ銀行へ出向

クレジット投資部 フェロー
兼経営企画部
兼市場企画部
兼㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向

高坂　晋一

資金為替部 副部長 シンガポール支店長 山本　崇

不動産営業第１部長
兼不動産営業第２部長

大阪不動産部長 田中　正吾

証券代行営業第３部長
兼証券代行営業第４部長

証券代行営業推進部長 小澤　寛高

大阪不動産部長 グループ不動産営業部長 川端　直樹

大阪証券代行部長 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱へ出向 鯛　真輔

大阪年金営業部長 確定拠出年金業務部長 佐抜　輝一

本店営業部 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 フェロー
兼経営企画部
兼リテール企画推進部

酒井　健太郎

本店営業部 副部長
兼東京第１支店 副支店長

京都支店 副支店長 金治　宏明

金融法人部 副部長 ㈱三菱ＵＦＪ銀行へ出向 新谷　剛

ＨＲソリューション部長
ＭＵＦＧへ出向
兼経営管理部 副部長

石川　真嗣

金融商品開発部長
ＭＵＦＧへ出向
兼役員付部長（法人マーケット統括部）

榊原　弘一

金融商品開発部 副部長
兼法人マーケット統括部
兼受託監理部

オルタナティブアセット運用部 副部長 島津　紀樹

日本橋支店長 リテール企画推進部 上級調査役 川田　和弘

新宿支店長 町田支店長 中山　明彦

自由が丘支店長
リテール企画推進部 次長
兼MUFGへ出向

千葉　悦子

成城支店長 三菱ＵＦＪ国際投信㈱へ出向 戸次　研太



町田支店長
リテール企画推進部 上級調査役
兼経営企画部 上級調査役

井狩　貴彦

京都支店 副支店長 リテール企画推進部 上級調査役 海堀　広治

香港支店長
年金運用部 次長
兼受託監理部

大池　まろみ

3. 2021年4月2日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

経営企画部 上級調査役
兼ＭＵＦＧへ出向

経営企画部 副部長
兼ＭＵＦＧへ出向

渡邉　哲人

日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 資金為替部 次長 塚田　常雅

不動産コンサルティング部 副部長 不動産部 次長 福田　剛

インベスターサービス営業開発部 副部長
ニューヨーク支店 次長
兼ＭＵＦＧへ出向

髙柳　憲司

海外インベスターサービス営業部長 日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 稲葉　俊朗

証券営業部長 海外インベスターサービス営業部長 面来　裕史

4. 2021年5月6日付 人事異動

新 職 旧 職 氏名

ファンドソリューション部長 日本マスタートラスト信託銀行㈱へ出向 大野　耕嗣

以上


