
 
 

2019 年 2 月 14 日 

各  位 

 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 

 

 

 

合併新会社に係る人事異動について 

 

三井住友アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：松下 隆史、以下 

「SMAM」）と大和住銀投信投資顧問株式会社（代表取締役社長：後藤 正明、以下「大和住

銀」）は、2019 年 4 月 1 日付の合併新会社「三井住友 DS アセットマネジメント株式会社」

（以下「新会社」）の人事につき別紙のとおり内定致しましたのでお知らせします。なお、

SMAM と大和住銀との合併は、関係当局の認可等を得ることを前提としております。 

 

 

添付 別紙 1：新会社の部長等一覧 

   別紙 2：新会社の担当一覧 

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： 03－5405－0583

大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社   経営企画部  小原： 03－6205－0373
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三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の部長等一覧 

 

役職名 氏 名 現役職名 

責任投資オフィサー 蔵本 祐嗣 
大和住銀投信投資顧問 

責任投資オフィサー 

運用企画部長 藤原 明敏 
三井住友アセットマネジメント 

運用企画部 理事 兼 部長 

運用開発部長 渡辺 一男 
大和住銀投信投資顧問 

運用開発部長 

調査部長 渡辺 英茂 
三井住友アセットマネジメント 

調査部長 

株式運用第一部共同部長 山口 健 
三井住友アセットマネジメント 

株式運用グループヘッド 

株式運用第一部共同部長 三牧 洋介 
三井住友アセットマネジメント 

株式運用グループ副ヘッド 

株式運用第二部共同部長 小出 修 

大和住銀投信投資顧問 

株式運用第一部長 兼 バリュー+αグルー

プリーダー 

株式運用第二部共同部長 青木 英之 

大和住銀投信投資顧問 

株式運用第二部長 兼 グローバル株式運用

グループリーダー 

エンゲージメント運用部長 一鍬田 優一 
三井住友アセットマネジメント 

エンゲージメント運用グループヘッド 

企業調査第一部長 浅井 真二 
三井住友アセットマネジメント 

企業調査グループヘッド 

企業調査第二部長 君島 重晴 
大和住銀投信投資顧問 

企業調査部長 

グローバル戦略運用第一部共同部長 永見 哲 
三井住友アセットマネジメント 

グローバル戦略運用グループ副ヘッド 

グローバル戦略運用第一部共同部長 原田 和幸 
三井住友アセットマネジメント 

グローバル戦略運用グループ副ヘッド 

グローバル戦略運用第二部共同部長 佐藤 宏樹 
大和住銀投信投資顧問 

債券運用第一部長 

グローバル戦略運用第二部共同部長 國部 真二 
大和住銀投信投資顧問 

債券運用第二部長 
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役職名 氏 名 現役職名 

オルタナティブ運用部共同部長 高本 晴彦 
三井住友アセットマネジメント 

オルタナティブ投資グループヘッド 

オルタナティブ運用部共同部長 宮脇 幸司 
大和住銀投信投資顧問 

商品第二部長 

保険資産運用第一部長 須井 大地 
三井住友アセットマネジメント 

保険資産運用第一グループヘッド 

保険資産運用第二部長 山本 博之 
三井住友アセットマネジメント 

保険資産運用第二グループヘッド 

運用管理第一部長 須藤 由紀夫 
三井住友アセットマネジメント 

運用管理グループヘッド 

運用管理第二部長 猪股 俊也 
大和住銀投信投資顧問 

マルチアセット運用部長 

トレーディング第一部長 澁谷 理恵 
三井住友アセットマネジメント 

トレーディング部長 

トレーディング第二部長 小泉 清隆 
大和住銀投信投資顧問 

トレーディング部長 

営業企画部長 伴野 清志 
三井住友アセットマネジメント 

営業企画部長 

資産形成推進部長 谷本 達宏 
三井住友アセットマネジメント 

資産運用サポート部長 

ＣＸ推進部長 窪田 剛久 
三井住友アセットマネジメント 

お客さまサービス部長 

投信営業第一部長 堀 智則 
三井住友アセットマネジメント 

投信マーケティング第一部長 

投信営業第二部長 増永 正人 
大和住銀投信投資顧問 

投信営業部長 

投信営業第三部長 長 篤 
三井住友アセットマネジメント 

投信マーケティング第三部長 

オンラインマーケティング部長 宗正 彰 
三井住友アセットマネジメント 

オンラインマーケティング部長 

資産運用サポート部長 渡辺 博文 
大和住銀投信投資顧問 

投信営業部投信営業第一グループリーダー

投信サービス部長 伊藤 健人 
大和住銀投信投資顧問 

投信サービス部長 
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役職名 氏 名 現役職名 

機関投資家営業第一部共同部長 新居 秀樹 
三井住友アセットマネジメント 

運用コンサルティング部長 

機関投資家営業第一部共同部長 田中 浩史 
大和住銀投信投資顧問 

年金部長 

機関投資家営業第二部長 中西 一博 
大和住銀投信投資顧問 

法人部長 

機関投資家サービス部長 小松 武 
大和住銀投信投資顧問 

機関投資家サービス部長 

機関投資家業務部長 井戸 毅士 
三井住友アセットマネジメント 

営業推進部長 

大阪支店長 倉繁 亮太 
三井住友アセットマネジメント 

大阪支店長 

名古屋支店長 小林 光裕 
三井住友アセットマネジメント 

名古屋支店長 

国際マーケティング部長 島袋 盛一郎 
大和住銀投信投資顧問 

プロダクトマネジメント部長 

国際企画部長 小宮山 豊 
三井住友アセットマネジメント 

国際部長 

外部委託商品部長 池田 勇 
三井住友アセットマネジメント 

外部委託運用グループヘッド 

商品戦略部長 宮崎 忠夫 
大和住銀投信投資顧問 

商品第一部長 兼 再委託室長 

商品管理部長 粟田 雄一 
三井住友アセットマネジメント 

商品部長 

投信レポーティング部長 三島 克哉 
三井住友アセットマネジメント 

ディスクロージャー部長 

ＩＴ・事務統括部長 松島 士郎 
三井住友アセットマネジメント 

事務システム戦略部 理事 兼 部長 

資産管理部長 川田 崇 
三井住友アセットマネジメント 

資産管理部長 兼 投資顧問管理課長 

委託業務管理部長 小原 道生 
大和住銀投信投資顧問 

経営企画部長 

経営企画部長 鈴木 健也 
三井住友アセットマネジメント 

企画部長 
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役職名 氏 名 現役職名 

コミュニケーション推進部長 伊藤 一弥 
大和住銀投信投資顧問 

営業企画部長 

人事部共同部長 山本 直史 
三井住友アセットマネジメント 

人事部長 兼 総務部 担当部長 

人事部共同部長 高橋 純郎 
大和住銀投信投資顧問 

人事総務部長 

総務部長 飯田 純 
三井住友アセットマネジメント 

総務部長 

執行役員 兼 リスク管理部長 戸部 哲也 
三井住友アセットマネジメント 

執行役員 兼 リスク管理部長 

コンプライアンス部長 武藤 大 
大和住銀投信投資顧問 

法務コンプライアンス部長 

内部監査部長 瀬川 篤志 
大和住銀投信投資顧問 

監査部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



部⾨ 部 部⾨⻑/担当役員 現職 副部⾨⻑/副担当役員 現職 部⻑・⽀店⻑ 現職

SMAM：三井住友アセットマネジメント、DSBI：⼤和住銀投信投資顧問
◎ は部⾨⻑ ○ は副部⾨⻑

運⽤部⾨ ◎ 今井　真吾 取締役兼専務
執⾏役員 SMAM 取締役兼専務

執⾏役員 ○ ⻫藤　弘明 専務執⾏役員 DSBI 専務取締役兼
専務執⾏役員

運⽤企画部 ⼤政　毅 執⾏役員 DSBI 執⾏役員 藤原　明敏 部⻑ SMAM 理事兼部⻑

運⽤開発部 久⽶　隆史 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 渡辺　⼀男 部⻑ DSBI 部⻑

調査部 今井　真吾 取締役兼専務
執⾏役員 SMAM 取締役兼専務

執⾏役員 渡辺　英茂 部⻑ SMAM 部⻑

株式運⽤第⼀部 ⼭⼝　健 共同部⻑ SMAM ヘッド

三牧　洋介 共同部⻑ SMAM 副ヘッド

株式運⽤第⼆部 ⼩出　修 共同部⻑ DSBI 部⻑兼グループ
リーダー

⻘⽊　英之 共同部⻑ DSBI 部⻑兼グループ
リーダー

エンゲージメント運⽤部 ⼀鍬⽥　優⼀ 部⻑ SMAM ヘッド

企業調査第⼀部 浅井　真⼆ 部⻑ SMAM ヘッド

企業調査第⼆部 藤原　秀洋 常務執⾏役員 DSBI 執⾏役員 君島　重晴 部⻑ DSBI 部⻑

グローバル戦略運⽤第⼀部 永⾒　哲 共同部⻑ SMAM 副ヘッド

原⽥　和幸 共同部⻑ SMAM 副ヘッド

グローバル戦略運⽤第⼆部 佐藤　宏樹 共同部⻑ DSBI 部⻑

國部　真⼆ 共同部⻑ DSBI 部⻑

オルタナティブ運⽤部 ⾼本　晴彦 共同部⻑ SMAM ヘッド

宮脇　幸司 共同部⻑ DSBI 部⻑

保険資産運⽤第⼀部 須井　⼤地 部⻑ SMAM ヘッド

保険資産運⽤第⼆部 ⼭本　博之 部⻑ SMAM ヘッド

運⽤管理第⼀部 久⽶　隆史 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 須藤　由紀夫 部⻑ SMAM ヘッド

運⽤管理第⼆部 酒井　覚 執⾏役員 DSBI 執⾏役員 猪股　俊也 部⻑ DSBI 部⻑

トレーディング第⼀部 澁⾕　理恵 部⻑ SMAM 部⻑

トレーディング第⼆部 ⼩泉　清隆 部⻑ DSBI 部⻑

営業企画部 伴野　清志 部⻑ SMAM 部⻑

資産形成推進部 ⾕本　達宏 部⻑ SMAM 部⻑

ＣＸ推進部 窪⽥　剛久 部⻑ SMAM 部⻑

 投信営業部⾨ ◎ 川⼝　哲也 専務執⾏役員 DSBI 専務取締役兼
専務執⾏役員

投信営業第⼀部 駒形　敬⼆ 専務執⾏役員 DSBI 専務執⾏役員 上⼭　修 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 堀　智則 部⻑ SMAM 部⻑

投信営業第⼆部 前川　博保 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 増永　正⼈ 部⻑ DSBI 部⻑

投信営業第三部 駒形　敬⼆ 専務執⾏役員 DSBI 専務執⾏役員 上⼭　修 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 ⻑　篤 部⻑ SMAM 部⻑

オンラインマーケティング部 前川　博保 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 宗正　彰 部⻑ SMAM 部⻑

資産運⽤サポート部 駒形　敬⼆ 専務執⾏役員 DSBI 専務執⾏役員 渡辺　博⽂ 部⻑ DSBI グループリーダー

投信サービス部 川⼝　哲也 専務執⾏役員 DSBI 専務取締役兼
専務執⾏役員 伊藤　健⼈ 部⻑ DSBI 部⻑

機関投資家営業部⾨ ◎ 尾﨑　秀⾂ 常務執⾏役員 DSBI 執⾏役員

機関投資家営業第⼀部 新居　秀樹 共同部⻑ SMAM 部⻑

⽥中　浩史 共同部⻑ DSBI 部⻑

機関投資家営業第⼆部 中⻄　⼀博 部⻑ DSBI 部⻑

機関投資家サービス部 ⼩松　武 部⻑ DSBI 部⻑

機関投資家業務部 井⼾　毅⼠ 部⻑ SMAM 部⻑

⼤阪⽀店 ⽩神　誠 常務執⾏役員 DSBI 常務執⾏役員 倉繁　亮太 ⽀店⻑ SMAM ⽀店⻑

名古屋⽀店 - ⼩林　光裕 ⽀店⻑ SMAM ⽀店⻑

国際部⾨ ◎ 宮垣　直也 専務執⾏役員 SMAM 取締役兼専務
執⾏役員 ○ 吉⽥　智 常務執⾏役員 SMAM 執⾏役員

国際マーケティング部 ⾺場　孝明 執⾏役員 DSBI 取締役兼執⾏
役員 島袋　盛⼀郎 部⻑ DSBI 部⻑

国際企画部 宮垣　直也 専務執⾏役員 SMAM 取締役兼専務
執⾏役員 ⼩宮⼭　豊 部⻑ SMAM 部⻑

アジア担当 下出　哲也 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

河原崎　充也 常務執⾏役員 SMAM 常務執⾏役員

執⾏役員 SMAM 執⾏役員

依⽥　裕⼀朗 常務執⾏役員 SMAM 常務執⾏役員

伊⽊　恒⼈ 常務執⾏役員 SMAM 常務執⾏役員 上⼭　修

今井　真吾 取締役兼専務
執⾏役員 SMAM 取締役兼専務

執⾏役員

今井　剛 常務執⾏役員 SMAM 執⾏役員

酒井　覚 執⾏役員 DSBI 執⾏役員

⼤貫　晃 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

⽊下　広⼀ 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

深代　潤 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

⽊下　広⼀ 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

藤原　秀洋 常務執⾏役員 DSBI 執⾏役員
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部⾨ 部 部⾨⻑/担当役員 現職 副部⾨⻑/副担当役員 現職 部⻑・⽀店⻑ 現職

SMAM：三井住友アセットマネジメント、DSBI：⼤和住銀投信投資顧問
◎ は部⾨⻑ ○ は副部⾨⻑

商品部⾨ ◎ 伊⽊　恒⼈ 常務執⾏役員 SMAM 常務執⾏役員 ○ 岩井　和司 執⾏役員 DSBI 執⾏役員

外部委託商品部 ⼤貫　晃 執⾏役員 SMAM 執⾏役員 池⽥　勇 部⻑ SMAM ヘッド

商品戦略部 宮崎　忠夫 部⻑ DSBI 部⻑兼室⻑

商品管理部 粟⽥　雄⼀ 部⻑ SMAM 部⻑

投信レポーティング部 三島　克哉 部⻑ SMAM 部⻑

 コーポレート部⾨ -

ＩＴ・事務統括部 今村　研⼆ 専務執⾏役員 DSBI 専務執⾏役員 松島　⼠郎 部⻑ SMAM 理事兼部⻑

今井　剛 常務執⾏役員 SMAM 執⾏役員

資産管理部 川⽥　崇 部⻑ SMAM 部⻑兼課⻑

委託業務管理部 ⼩原　道⽣ 部⻑ DSBI 部⻑

経営企画部 鈴⽊　健也 部⻑ SMAM 部⻑

コミュニケーション推進部 伊藤　⼀弥 部⻑ DSBI 部⻑

⼈事部 ⼭本　直史 共同部⻑ SMAM 部⻑兼担当部
⻑

⾼橋　純郎 共同部⻑ DSBI 部⻑

総務部 飯⽥　純 部⻑ SMAM 部⻑

 リスク管理部⾨ ○ ⼾部　哲也 執⾏役員兼部
⻑ SMAM 執⾏役員

リスク管理部 ⼾部　哲也 執⾏役員兼
部⻑ SMAM 執⾏役員兼部

⻑

コンプライアンス部 武藤　⼤ 部⻑ DSBI 部⻑

内部監査部 瀬川　篤志 部⻑ DSBI 部⻑

執⾏役員 DSBI 執⾏役員

◎ 堀川　義弘 副社⻑執⾏役
員 DSBI 代表取締役副

社⻑

執⾏役員 SMAM 執⾏役員

川堀　充嗣 取締役兼専務
執⾏役員 SMAM 取締役兼専務

執⾏役員

伊丹　照⼈

神⾕　誠 専務執⾏役員 DSBI 常務取締役兼
常務執⾏役員 新保　⼀久

浦⽥　喜雄 専務執⾏役員 DSBI 専務取締役兼
専務執⾏役員

井藤　伸 執⾏役員 SMAM 執⾏役員

伊⽊　恒⼈ 常務執⾏役員 SMAM 常務執⾏役員
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