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三井住友アセットマネジメント株式会社（代表取締役社⻑ 松下隆史）は、組織改編および役職員の

⼈事異動を⾏うこととしましたので、お知らせいたします。 

新しい組織体制につきましては、別紙１の新組織機構図をご参照ください。 

 

記 

 

１．組織改編（2018 年 4 ⽉ 1 ⽇付） 

（1）営業組織の再編 

お客さまサービスおよびプロダクトサポート機能を強化し、組織運営の効率化を⽬指すため、営業管理

部と営業推進部を統合いたします。 

営業推進部 営業推進部

営業管理部
 

（2）ガバナンスの強化 

ガバナンス強化を図るため、総務⼈事部を⼈事部と総務部に分離いたします。 

⼈事部 総務⼈事部

総務部  

 

組織改編および⼈事異動について 
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２．役職員の⼈事異動（2018 年 4 ⽉ 1 ⽇付） 

下表の通り役職員の⼈事異動を⾏いますので、お知らせいたします。 
 

＜表＞ ⼈事異動 （2018 年 4 ⽉ 1 ⽇付） 
新   職 現   職 ⽒  名 

▽常務執⾏役員 ▽執⾏役員 伊⽊ 恒⼈ 

▽執⾏役員 ▽商品部 理事 兼 商品部⻑ ⼤貫 晃 

▽執⾏役員 

▽投信マーケティング第⼀部 理事
兼 投信マーケティング第⼆部 理事
兼 投信マーケティング第三部 理事
兼 オンラインマーケティング部 理事
兼 資産運⽤サポート部 理事 

前川 博保 

▽特別顧問 ▽執⾏役員 ⽂野 政和 

▽営業企画部 理事（広報担当） ▽執⾏役員 兼 営業企画部⻑ 前橋 智明 

▽企業調査グループ 理事 ▽企業調査グループヘッド 坂⼝ 淳⼀ 

▽企業調査グループヘッド ▽企業調査グループ シニアアナリスト 浅井 真⼆ 

▽商品部⻑ 
▽商品部 担当部⻑ 兼 営業推進
部 担当部⻑ 

粟⽥ 雄⼀ 

▽営業企画部⻑ ▽お客さまサービス部⻑ 伴野 清志 

▽お客さまサービス部⻑ ▽運⽤コンサルティング部⻑ 窪⽥ 剛久 

▽資産管理部 理事 
▽資産管理部 理事 兼 資産管理
部⻑ 

⼩泉 和⼠ 

▽資産管理部⻑ 兼 資産管理部
投資顧問管理課⻑ 

▽資産管理部 投資顧問管理課⻑ 川⽥ 崇 

▽⼈事部 理事 
▽総務⼈事部 理事 兼 総務⼈事
部⻑ 

⽥中 博⼦ 

▽⼈事部⻑ 兼 総務部⻑ ▽総務⼈事部 副部⻑ ⼭本 直史 

▽内部監査部⻑ ▽営業管理部⻑ 河野 達也 

 以上 

 
本件に関するお問い合わせ先 
 
 

三井住友アセットマネジメント株式会社   企画部    
鈴⽊ Tel.03-5405-0583 
川瀬 Tel.03-5405-0306 

三井住友アセットマネジメント株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 399 号 
加⼊協会：⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、 

 ⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会 
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＜別紙 1＞新組織機構図（2018 年 4 ⽉ 1 ⽇付） 

 

  
    運⽤企画部            企業調査グループ        スチュワードシップ推進室            株式運⽤グループ            エンゲージメント運⽤グループ  

株主総会   グローバル戦略運⽤グループ          外部委託運⽤グループ            オルタナティブ投資グループ            運⽤管理グループ            保険資産運⽤第⼀グループ    
監査役会       保険資産運⽤第⼆グループ            トレーディング部            商品部 

取締役会   ディスクロージャー部         営業企画部   
⼈事委員会      営業推進部           調査部   
報酬委員会      ⼤阪⽀店           名古屋⽀店 

ＣＥＯ   運⽤コンサルティング部         投信マーケティング第⼀部            投信マーケティング第⼆部   
経営会議       投信マーケティング第三部           オンラインマーケティング部            資産運⽤サポート部            国際部            お客さまサービス部            資産管理部            事務システム戦略部            企画部            ⼈事部            総務部            リスク管理部            法務コンプライアンス部            内部監査部        
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＜別紙２＞担当役員⼀覧表（2018 年 4 ⽉ 1 ⽇付） 

 

松下隆史　代表取締役社⻑ 兼 CEO

●　新担当 ●　新担当 ●　新任/異動

担当役員 副担当役員 ⽀店⻑・部⻑・ヘッド
運⽤企画部 藤原明敏
運⽤管理グループ 須藤由紀夫

企業調査グループ ● 浅井真⼆
保険資産運⽤第⼀グループ 榊原義弘
保険資産運⽤第⼆グループ ⼭本博之
調査部 渡辺英茂

株式運⽤グループ （注1） ⼭⼝健
エンゲージメント運⽤グループ （注1） ⼀鍬⽥優⼀

グローバル戦略運⽤グループ （注1）
深代潤
執⾏役員

深代潤

（注1）株式運⽤グループ、エンゲージメント運⽤グループ、グローバル戦略運⽤グループの総括担当役員：今井 真吾取締役 兼　専務執⾏役員

オルタナティブ投資グループ ● ⾼本晴彦
外部委託運⽤グループ ● 吉⽥智 執⾏役員 池⽥勇

商品部 ● ⼤貫晃 執⾏役員 ● 粟⽥雄⼀
営業企画部 ● ● 伴野清志
営業推進部 ● 井⼾毅⼠
お客さまサービス部 ● ● 窪⽥剛久

ディスクロージャー部 三島克哉
資産管理部 ● 川⽥崇

⼤阪⽀店 依⽥裕⼀朗
常務執⾏役員

倉繁亮太

名古屋⽀店 後藤富春
執⾏役員

⼩林光裕

運⽤コンサルティング部 河原崎充也
常務執⾏役員

● 後⽇開⽰予定

投信マーケティング第⼀部 堀智則
投信マーケティング第三部 ⻑篤
資産運⽤サポート部 ⾕本達宏

投信マーケティング第⼆部 ● 橋本信彦
オンラインマーケティング部 ● 宗正彰

国際部 吉⽥智
執⾏役員

⼩宮⼭豊

事務システム戦略部 松島⼠郎
トレーディング部 澁⾕理恵

企画部 宮垣直也
常務執⾏役員

新保⼀久 執⾏役員 鈴⽊健也

⼈事部
総務部

リスク管理部 ⼾部哲也
法務コンプライアンス部 ⼿島恵津⼦

内部監査部 （注2） - ● 河野達也

（注2）内部監査部は取締役会直下の組織。

久⽶隆史
執⾏役員

今井真吾
取締役 兼 専務執⾏役員

⽊下広⼀
執⾏役員

⼤貫晃
執⾏役員

伊⽊恒⼈
常務執⾏役員

⼭本直史

⼾部哲也
執⾏役員

下出哲也 執⾏役員
（SMAM⾹港社⻑）

井藤伸
執⾏役員

上⼭修
執⾏役員

前川博保
執⾏役員

今井剛
執⾏役員

川堀充嗣
取締役 兼 専務執⾏役員 ●

 

 


