
各　位 平成17年8月31日

三菱信託銀行株式会社
ＵＦＪ信託銀行株式会社

  三菱信託銀行株式会社とＵＦＪ信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、本年１０月の経営統合に向けて
鋭意準備を進めておりますが、今般、下記の通り新信託銀行の部室店長等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

平成17年10月1日付 部室店長等一覧

新    職

経営企画部長 執行役員 結城 泰平 三菱信託銀行(株) 経営企画部長

役員付部長（経営企画部） 三雲 隆 ＵＦＪ信託銀行(株) 総合企画部長

経営企画部 副部長 兼 ＭUＦＧへ出向 佐藤 三郎 三菱信託銀行(株) 経営企画部 副部長 兼 ＭＴＦＧへ出向 

経営企画部 副部長 兼 統合移行推進室長
兼 ＭUＦＧへ出向

金子 初仁 三菱信託銀行(株)
経営企画部 副部長 兼 統合移行推進室長
兼 ＭＴＦＧへ出向

経営企画部 副部長 松谷 信吉 三菱信託銀行(株) 経営企画部 副部長

経営企画部 副部長 兼 統合移行推進室 副室長
兼 ＭＵＦＧへ出向

野崎 知 三菱信託銀行(株)
経営企画部 副部長 兼 統合移行推進室 副室長
兼 ＭＴＦＧへ出向

経営企画部 副部長 宮永 憲一 ＵＦＪ信託銀行(株) 総合企画部 主任調査役

フロンティア戦略企画部長 徳成 旨亮 三菱信託銀行(株) 経営企画部 副部長

フロンティア戦略企画部 副部長 朝倉 浩 三菱信託銀行(株) 経営企画部 統括マネージャー

事業企画部長 金野 加多男 三菱信託銀行(株) 事業企画部長

事業企画部 副部長 石沢 輝之 ＵＦＪ信託銀行(株) 総合企画部 主任調査役

コストマネジメント室長 武田 吉央 三菱信託銀行(株) コストマネジメント室長

総務部長 清野 政己 三菱信託銀行(株) 総務部長

総務部 副部長 吉田 豊 三菱信託銀行(株) 総務部 副部長

人事部長 執行役員 円谷 茂 三菱信託銀行(株) 人事部長

役員付部長（人事部） 中田 重次 ＵＦＪ信託銀行(株) 人事部長

人事部 副部長 村松 徹 三菱信託銀行(株) 人事部 副部長

人事部 副部長 水野 秀紀 三菱信託銀行(株) 人事部 副部長

社員相談室長 伊佐早 久夫 三菱信託銀行(株) 社員相談室長

監査役室長 吉川 浩明 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向

経営管理部長 執行役員 城戸 一彰 三菱信託銀行(株) 経営管理部長 兼 コンプライアンス統括部長

経営管理部 副部長 兼 ＭＵＦＧへ出向 若宮 貴彦 三菱信託銀行(株) 経営管理部 副部長 兼 ＭＴＦＧへ出向

コンプライアンス統括部長 西村 充市 ＵＦＪ信託銀行(株) コンプライアンス統括部長

コンプライアンス統括部 副部長 兼 ＭＵＦＧへ出向 福井 修 三菱信託銀行(株) コンプライアンス統括部 副部長 兼 ＭＴＦＧへ出向

ＭＵＦＧへ出向 兼 信用リスク統括部長 稲木 雅文 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向 兼 信用リスク統括部長

審査部長 執行役員 野口 純 三菱信託銀行(株) 審査部長

審査部 副部長 杉田 隆 三菱信託銀行(株) 審査部 副部長

審査部 副部長 岡本 邦夫 三菱信託銀行(株) 審査部 副部長

審査部 副部長 田部井 保芳 ＵＦＪ信託銀行(株) 審査部長

監査部長 蔵屋 博文 ＵＦＪ信託銀行(株) 監査企画室長

監査部 副部長 兼 ＭＵＦＧへ出向 中井 要 三菱信託銀行(株) 監査部 副部長 兼 ＭＴＦＧへ出向

監査部 副部長 木村 忠照 三菱信託銀行(株) 監査部 副部長

お客さまサービス室長 岡野 好洋 三菱信託銀行(株) お客さまサービス室長

事務管理部長 青沼 正人 三菱信託銀行(株) 事務管理部長

役員付部長（事務管理部） 楠木 英美 ＵＦＪ信託銀行(株) 事務企画部長

事務管理部 副部長 前田 亘 三菱信託銀行(株) 事務管理部 副部長

事務管理部 副部長 岡松 寿治 三菱信託銀行(株) 事務管理部 副部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 役員付部長 中川 博之 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向 兼 役員付部長

システム企画部長 川崎 隆 三菱信託銀行(株) システム企画部長

役員付部長（システム企画部） 藤井 悌一 ＵＦＪ信託銀行(株) IT企画部長

システム企画部 副部長 磯邊 春平 三菱信託銀行(株) システム企画部 副部長

旧    職氏    名



新    職 旧    職氏    名

システム管理部長 佐々木 哲郎 三菱信託銀行(株) システム管理部長

リテール企画推進部長 執行役員 伊藤 芳康 三菱信託銀行(株) リテール企画推進部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 リテール企画推進部 副部長 斎藤 薫 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧ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 坂本 泰邦 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧ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  松本 充功 ＵＦＪ信託銀行(株) リテール統括部長 兼統合移行推進室長

ＭＵＦＧへ出向 兼 投資商品部長 小島 暁介 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向 兼 投資商品部長

投資商品部 副部長 畑 克昌 ＵＦＪ信託銀行(株) リテール統括部 主任調査役

ローン企画推進部長 阪原 秀行 ＵＦＪ信託銀行(株) ローン営業部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 ローン企画推進部 副部長 福間 潔 三菱信託銀行(株) リテール企画推進部 副部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 リテール受託業務部長 宅見 忠文 ＵＦＪ信託銀行(株) リテール統括部 主任調査役

リテール受託業務部 副部長 水沼 二紀 三菱信託銀行(株) リテール受託業務部長

リテール受託業務部 副部長 海老塚 智 三菱信託銀行(株) リテール受託業務部 副部長

リテール受託業務部 副部長 須田 光昭 ＵＦＪ信託銀行(株) リテール統括部 主任調査役

プライベートバンキング営業部長 執行役員 中村 裕一 三菱信託銀行(株) プライベートバンキング営業部長

ライフプランニング営業部長 須藤 文夫 三菱信託銀行(株) ライフプランニング営業部長

ダイレクトバンキング部長 岡元 隆 三菱信託銀行(株) ダイレクトバンキング部長

ローン営業部長 加治木 正道 ＵＦＪ信託銀行(株) リテール統括部 主任調査役

ローン営業部 副部長 原 靖 三菱信託銀行(株) ライフプランニング営業部 副部長

企業金融部長 執行役員 梶浦 敏明 三菱信託銀行(株) 企業金融部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 企業金融部 副部長 菅谷 昭彦 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向 兼 企業金融部 副部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 企業金融部 副部長 浅沼 正尚 三菱信託銀行(株) ＭＴＦＧへ出向 兼 企業金融部 副部長

企業金融部 副部長 竹内 伸行 三菱信託銀行(株) 不動産企画部長

ＭＵＦＧへ出向 兼 企業金融部 副部長 長谷川 泰久 ＵＦＪ信託銀行(株) 法人統括部 主任調査役

資産金融第１部長 執行役員 平野 義之 ＵＦＪ信託銀行(株) 法人マーケット副部門長 兼 法人統括部長

資産金融第１部 副部長 藤本 佳久 三菱信託銀行(株) 資産金融第１部長

資産金融第１部 副部長 兼 人事部 塗師 敏昭 三菱信託銀行(株) 資産金融第１部 副部長 兼 人事部

資産金融第２部長 清水 裕之 三菱信託銀行(株) 資産金融第２部長

資産金融管理サービス部長 足立 正人 ＵＦＪ信託銀行(株) 資産金融部長

資産金融管理サービス部 副部長 辻 雅実 三菱信託銀行(株) 資産金融管理サービス部長

受託財産企画部長 執行役員 和地 薫 三菱信託銀行(株) 受託財産企画部長

受託財産企画部 副部長 兼 人事部
兼 コストマネジメント室

笹尾 誠一郎 三菱信託銀行(株)
受託財産企画部 副部長 兼 人事部
兼 コストマネジメント室

受託財産企画部 副部長 岡本 純一 ＵＦＪ信託銀行(株) 受託資産企画部長

年金コンサルティング部長 佐野 邦明 三菱信託銀行(株) 年金コンサルティング部長

受託財産副部門長 兼 年金信託部長 執行役員 増田 友夫 ＵＦＪ信託銀行(株) 受託資産部門長

年金信託部 副部長 千田 文彦 三菱信託銀行(株) 年金信託部長

年金信託部 副部長 後上 勝 ＵＦＪ信託銀行(株) 年金業務部長

年金カスタマーサービス部長 楢崎 利哉 ＵＦＪ信託銀行(株) 年金コンサルティング部長

年金カスタマーサービス部 副部長 石山 広泰 三菱信託銀行(株) 年金営業第１部 部長

投資企画部長 兼 ＭＵＦＧへ出向 齊上 裕弥 三菱信託銀行(株) 投資企画部長 兼 ＭＴＦＧへ出向

投資企画部 副部長 皆川 宏 三菱信託銀行(株) 投資企画部 副部長

投資企画部 副部長 徳竹 明士 ＵＦＪ信託銀行(株) 証券運用部長

年金運用部長 前田 元弘 三菱信託銀行(株) 年金運用部長

年金運用部 副部長 西岡 基 ＵＦＪ信託銀行(株) クライアントサービス部長

公的資金運用部長 池谷 幹男 三菱信託銀行(株) 公的資金運用部長

資産運用第１部長 上野 誠 三菱信託銀行(株) 資産運用部長

資産運用第１部 副部長 小林 洋介 三菱信託銀行(株) 資産運用部 副部長

資産運用第２部長 加田 信也 ＵＦＪ信託銀行(株)
受託資産部門アセットマネジメント本部長
兼 運用統括部長 兼 運用商品開発部長

パッシブ運用部長 望月 一 ＵＦＪ信託銀行(株) パッシブ・クオンツ運用部長

パッシブ運用部 副部長 高橋 洋一 三菱信託銀行(株) パッシブ運用部長



新    職 旧    職氏    名

運用商品開発部長 宮本 篤 三菱信託銀行(株) 運用商品開発部長

不動産企画部長 兼 ＭＵＦＧへ出向 布施 雅弘 ＵＦＪ信託銀行(株) 不動産業務部長

不動産企画部 副部長
兼 人事部 兼 ＭＵＦＧへ出向

森尾 秀基 三菱信託銀行(株)
不動産企画部 副部長 兼 人事部
兼 ＭＴＦＧへ出向兼 コストマネジメント室

不動産管理部長 河野 正義 ＵＦＪ信託銀行(株) 不動産信託部長

不動産管理部 副部長 後藤 禎郎 三菱信託銀行(株) 不動産管理部 副部長

不動産コンサルティング部長 野田 誠 三菱信託銀行(株) 不動産コンサルティング部長

不動産部長 神野 育郎 三菱信託銀行(株) 不動産部長

不動産部 副部長 佐藤 清太郎 三菱信託銀行(株) 不動産部 副部長

不動産部 副部長 若松 保彦 三菱信託銀行(株) 不動産部 主席

不動産営業第１部長 山敷 利能武 三菱信託銀行(株) 不動産営業第１部長

不動産営業第１部 副部長 山口 裕之 ＵＦＪ信託銀行(株) 不動産営業第１部長 兼 不動産営業第２部長

不動産営業第２部長 志賀 大拙 三菱信託銀行(株) 不動産営業第２部長

不動産営業第２部 副部長 小寺 秀夫 三菱信託銀行(株) 不動産営業第２部 副部長

不動産営業第２部 副部長 泉 敬士 三菱信託銀行(株) 横浜不動産・グループ営業部長

不動産営業第２部 副部長 富川 克彦 三菱信託銀行(株) 不動産営業第２部 副部長

不動産営業第２部 副部長 近藤 和彦 三菱信託銀行(株) 不動産営業第２部 副部長

不動産オリジネーション部長 執行役員 小林 今朝文 三菱信託銀行(株) 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 合原 秀樹 三菱信託銀行(株) 不動産オリジネーション部 副部長

不動産カストディ部長 執行役員 桜井 実 ＵＦＪ信託銀行(株) 不動産副部門長 兼 不動産投資開発部長

証券代行部長 執行役員 中西 敏和 ＵＦＪ信託銀行(株)
証券代行副部門長 兼 証券代行部長
兼 証券代行業務推進部長

証券代行部 副部長 庵 栄治 三菱信託銀行(株) 証券代行企画部 副部長

証券代行部 副部長  三宅 正樹 ＵＦＪ信託銀行(株) 証券代行部 主任調査役

証券代行営業推進部長 執行役員 與良 俊明 三菱信託銀行(株) 証券代行企画部長

証券代行営業第１部長 澤村 泰志 三菱信託銀行(株) 証券代行部長

証券代行営業第１部 副部長 栗生 雅弘 ＵＦＪ信託銀行(株) 証券代行業務第２部 次長

証券代行営業第２部長 杉村 俊一 ＵＦＪ信託銀行(株)
証券代行業務第１部長
兼 証券代行業務第２部長

証券代行営業第２部 副部長 野間口 俊彦 三菱信託銀行(株) 証券代行部 副部長

名古屋証券代行部長 青山 幸彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 名古屋支店証券代行部長

大阪証券代行部長 執行役員 狩野 仁 ＵＦＪ信託銀行(株)
大阪支店 副支店長
兼 大阪支店証券代行部長

大阪証券代行部 副部長 宮脇 正実 三菱信託銀行(株) 大阪証券代行部長

大阪証券代行部 副部長 原口 裕 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店証券代行部 主任調査役

市場国際部長 神藤 均 三菱信託銀行(株) 市場国際部長

市場国際部 副部長 杉野 光男 三菱信託銀行(株) 市場国際部 副部長

総合資金部長 渡辺 俊之 ＵＦＪ信託銀行(株) 資金企画運用部長

総合資金部 副部長 伊藤 尚志 三菱信託銀行(株) 総合資金部長

証券投資部長 松田 通 三菱信託銀行(株) 証券投資部長

クレジット投資部長 武田 敬一郎 三菱信託銀行(株) クレジット投資部長

資金為替部長 伊藤 浩一 三菱信託銀行(株) 資金為替部長

国際営業開発部長 羽成 一夫 三菱信託銀行(株) 国際営業開発部長

国際営業開発部 副部長 山村 伸介 三菱信託銀行(株) 国際営業開発部 副部長

国際事務管理部長 小野瀬 広樹 三菱信託銀行(株) 国際事務管理部長

本店営業部長 執行役員 諏訪 勝之 三菱信託銀行(株) 本店営業部長

本店営業部 副部長 菅野 良平 三菱信託銀行(株) 本店営業部 副部長

東京営業部長 兼 東京サービス支店長 大野 有二 ＵＦＪ信託銀行(株) 本店営業部長 兼 東京サービス支店長

東京財務相談部長 内田 昇 ＵＦＪ信託銀行(株) 財務相談部長

本店法人営業第１部長 藤井 明 三菱信託銀行(株) 本店法人営業第１部長

本店法人営業第２部長 野川 宏治 三菱信託銀行(株) 本店法人営業第２部長

法人営業部長 深山 裕庸 ＵＦＪ信託銀行(株) 法人営業部長



新    職 旧    職氏    名

証券営業部長 金子 雅俊 ＵＦＪ信託銀行(株) 証券業務部長

営業第１部長 執行役員 小林 幹生 三菱信託銀行(株) 営業第１部長

営業第１部 副部長 高橋 邦夫 三菱信託銀行(株) 営業第１部 副部長

営業第２部長 吉田 耕二 三菱信託銀行(株) 営業第２部長

営業第３部長 執行役員 若林 辰雄 三菱信託銀行(株) 営業第３部長

営業第４部長 江川 邦彦 三菱信託銀行(株) 営業第４部長

営業第５部長 安西 俊和 三菱信託銀行(株) 営業第５部長

営業第６部長 伊賀 雄治 三菱信託銀行(株) 営業第６部長

営業第７部長 松本 薫 三菱信託銀行(株) 営業第７部長

営業第８部長 白子 靖則 三菱信託銀行(株) 営業第８部長

営業第９部長 簗瀬 友孝 三菱信託銀行(株) 営業第９部長

東京営業第１部長 執行役員 本郷 穰 ＵＦＪ信託銀行(株) 営業第１部長

東京営業第２部長 中野 能行 ＵＦＪ信託銀行(株) 営業第２部長

東京営業第３部長 鮒子田 浩 ＵＦＪ信託銀行(株) 営業第３部長

東京営業第４部長 兼 東京営業第５部長 執行役員 森崎純成 ＵＦＪ信託銀行(株) 営業第４部長 兼 営業第５部長

東京営業第６部長 元廣 一仁 ＵＦＪ信託銀行(株) 東京第３営業部長

営業開発第１部長 兼 営業開発第２部長 原 仁 ＵＦＪ信託銀行(株) 営業開発第１部長 兼 営業開発第２部長

年金営業第１部長 清水 栄三 ＵＦＪ信託銀行(株) 年金営業推進部長

年金営業第２部長 草野 晶智 三菱信託銀行(株) 年金営業第２部長

年金営業第３部長 横田 克也 三菱信託銀行(株) 年金営業第３部長

年金営業第４部長 村椿 俊昭 三菱信託銀行(株) 年金営業第４部長

年金営業第５部長 俣野 和正 ＵＦＪ信託銀行(株) 企業年金第１部長

年金営業第６部長 小田 康史 三菱信託銀行(株) 年金営業第５部長

年金営業第７部長 山口 仁司 三菱信託銀行(株) 年金営業第６部長

年金営業第８部長 鈴木 嘉久 三菱信託銀行(株) 投資企画部 副部長 兼 コストマネジメント室

神奈川営業部長 松野 昌平 三菱信託銀行(株) 神奈川営業部長

名古屋営業部長 執行役員 井田 浩史 三菱信託銀行(株) 名古屋営業部長

名古屋法人営業部長 細川 実 ＵＦＪ信託銀行(株) 名古屋支店営業第１部長

名古屋法人営業部 副部長 平 信一 ＵＦＪ信託銀行(株) 名古屋支店営業第１部 主任調査役

名古屋年金営業部長 八木 和宏 ＵＦＪ信託銀行(株) 名古屋支店営業第２部長

名古屋不動産部長 永森 利彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 名古屋不動産営業部長

大阪法人営業部長 木村 豊伸 三菱信託銀行(株) 大阪営業部長

大阪法人営業第１部長 佐藤 徹 三菱信託銀行(株) 大阪営業第１部長

大阪法人営業第２部長 藤本 清貴 三菱信託銀行(株) 大阪営業第２部長

大阪法人営業第３部長 武田 秀和 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店営業第１部長

大阪法人営業第４部長 宇藤 公高 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店営業第２部長

大阪法人営業第４部 副部長 徳広 晃一 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店営業第２部 主任調査役

大阪年金営業第１部長 中本 光治 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店年金営業部長

大阪年金営業第２部長 慶野 淳 三菱信託銀行(株) 大阪年金営業部長

大阪年金営業第３部長 江藤 清隆 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店企業年金部長

大阪不動産部長 井本 安彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪不動産営業部長

大阪不動産部 副部長 酒井 一郎 三菱信託銀行(株) 大阪不動産部長

大阪不動産部 副部長 兼定 十起彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪不動産営業部 主任調査役

九州営業部長 石井 裕 三菱信託銀行(株) 九州営業部長

日本橋支店長 逢阪 博樹 三菱信託銀行(株) 日本橋支店長

新宿支店長 矢野 静雄 三菱信託銀行(株) 新宿支店長

新宿新都心支店長 高橋 三二郎 ＵＦＪ信託銀行(株) 新宿支店長

上野支店長 西田 啓次 三菱信託銀行(株) 上野支店長

五反田支店長 田中 琢哉 三菱信託銀行(株) 五反田支店長

自由が丘駅前支店長 柏本 一宏 三菱信託銀行(株) 自由が丘支店長



新    職 旧    職氏    名

自由ヶ丘支店長 田口 芳郎 ＵＦＪ信託銀行(株) 自由ケ丘支店長

渋谷支店長 吉村 茂 三菱信託銀行(株) 渋谷支店長

渋谷中央支店長 田邊 彰彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 渋谷支店長

中野支店長 輿水 康次郎 三菱信託銀行(株) 中野支店長

池袋支店長 近藤 秀昭 三菱信託銀行(株) 池袋支店長

西池袋支店長 和田 善政 ＵＦＪ信託銀行(株) 池袋支店長

千住支店長 高松 輝也 三菱信託銀行(株) 千住支店長

吉祥寺支店長 山口 尚武 三菱信託銀行(株) 吉祥寺支店長

立川支店長 藤岡 昭一 三菱信託銀行(株) 立川支店長

町田支店長 三井 隆志 三菱信託銀行(株) 町田支店長

札幌支店長 寺田 義明 三菱信託銀行(株) 札幌支店長

札幌中央支店長 近藤 潔 ＵＦＪ信託銀行(株) 札幌支店長

仙台支店長 西岡 信寿 三菱信託銀行(株) 仙台支店長

仙台駅前支店長 木村 勉 ＵＦＪ信託銀行(株) 仙台支店長

高崎支店長 鈴木 重夫 ＵＦＪ信託銀行(株) 高崎支店長

宇都宮支店長 大原 義之 ＵＦＪ信託銀行(株) 宇都宮支店長

水戸支店長 荒井 隆 ＵＦＪ信託銀行(株) 水戸支店長

大宮支店長 兼 浦和支店 副支店長 石関 智二 ＵＦＪ信託銀行(株) 大宮支店長

浦和支店長 田中 博 三菱信託銀行(株) 浦和支店長

千葉支店長 兼 東京営業部 副部長 西澤 裕 三菱信託銀行(株) 千葉支店長

市川八幡支店長 木村 高明 三菱信託銀行(株) 市川八幡支店長

津田沼支店長 郷田 雅弘 三菱信託銀行(株) 札幌支店 次長

柏支店長 大柳 聖一 三菱信託銀行(株) 柏支店長

横浜駅西口支店長 森岡 一彦 三菱信託銀行(株) 横浜駅西口支店長

横浜支店長 大保 優 ＵＦＪ信託銀行(株) 横浜支店長

上大岡支店長 今田 清久 三菱信託銀行(株) 上大岡支店長

平塚支店長 橋場 武雄 ＵＦＪ信託銀行(株) 平塚支店長

青葉台支店長 小橋 寛 三菱信託銀行(株) 青葉台支店長

川崎支店長 谷口 康宏 三菱信託銀行(株) 川崎支店長

藤沢支店長 松本 卓造 三菱信託銀行(株) 藤沢支店長

長野支店長 湯本 市造 三菱信託銀行(株) 長野支店長

静岡支店長 小池 隆 三菱信託銀行(株) 静岡支店長

静岡中央支店長 小玉 健 ＵＦＪ信託銀行(株) 静岡支店長

浜松支店長 吉羽 昌春 三菱信託銀行(株) 浜松支店長

名古屋支店長 兼 名古屋中央支店 副支店長 鈴木 久美 三菱信託銀行(株) 名古屋支店長

名駅支店長 岩田 和寛 三菱信託銀行(株) 名古屋駅前支店長

名古屋中央支店長 佐藤 友重 ＵＦＪ信託銀行(株)
名古屋支店 副支店長
兼 名古屋支店財務相談部長

岐阜支店長 山内 敦雄 ＵＦＪ信託銀行(株) 岐阜支店長

津支店長 鎌田 親善 ＵＦＪ信託銀行(株) 津支店長

京都支店長 執行役員 齋藤 廣志 三菱信託銀行(株) 京都支店長

京都中央支店長 井上 賢一 ＵＦＪ信託銀行(株) 京都支店長

大阪支店長 河瀬 哲夫 ＵＦＪ信託銀行(株) 大阪支店財務相談部長

梅田支店長 土居 勝 三菱信託銀行(株) 梅田支店長

阪急梅田支店長 加藤 清貴 ＵＦＪ信託銀行(株) 梅田支店長

難波中央支店長 小松 彰彦 三菱信託銀行(株) 難波支店長

難波支店長 末澤 寿規 ＵＦＪ信託銀行(株) 難波支店長

阿倍野支店長 井川 明 三菱信託銀行(株) 阿倍野支店長

奈良支店長 武田 良彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 奈良支店長

和歌山支店長 山本 彰彦 ＵＦＪ信託銀行(株) 和歌山支店長



新    職 旧    職氏    名

神戸中央支店長 赤星 稔 三菱信託銀行(株) 神戸支店長

神戸支店長 執行役員 木下 武範 ＵＦＪ信託銀行(株) 神戸支店長

西宮支店長 兼 梅田支店 副支店長 松倉 孝雄 ＵＦＪ信託銀行(株) 西宮支店長

姫路支店長 中川 正治 ＵＦＪ信託銀行(株) 姫路支店長

岡山支店長 福岡 靖之 三菱信託銀行(株) 岡山支店長

広島支店長 米田 総一郎 三菱信託銀行(株) 広島支店長

広島中央支店長 野田 剛 ＵＦＪ信託銀行(株) 広島支店長

徳島支店長 牧瀬 充典 ＵＦＪ信託銀行(株) 徳島支店長

高松支店長 細田 八朗 三菱信託銀行(株) 高松支店長

高知支店長 石丸 文雄 ＵＦＪ信託銀行(株) 高知支店長

福岡支店長 栗原 利光 三菱信託銀行(株) 福岡支店長

福岡中央支店長 天野 隆義 ＵＦＪ信託銀行(株) 福岡支店長

北九州支店長 兼 福岡中央支店 副支店長 加藤 記究 三菱信託銀行(株) 北九州支店長

長崎支店長 西野 修一 三菱信託銀行(株) 長崎支店長

宮崎支店長 山辺 利夫 ＵＦＪ信託銀行(株) 宮崎支店長

鹿児島支店長 石津 悟 ＵＦＪ信託銀行(株) 鹿児島支店長

ロンドン支店長 居原 健一 三菱信託銀行(株) ロンドン支店長 

香港支店長 杉浦 伸明 三菱信託銀行(株) 香港支店長

シンガポール支店長 千葉 厳一郎 三菱信託銀行(株) シンガポール支店長

北京駐在員事務所長 臼井 毅 三菱信託銀行(株) 北京駐在員事務所長

上海駐在員事務所長 陳 志成 三菱信託銀行(株) 上海駐在員事務所長

以     上


