
 
 
 

平成 21 年 3 月 5 日 
日興コーディアル証券株式会社 

 
役職員の異動について 

 
 
日興コーディアル証券株式会社は、本日、役職員の異動を決定いたしましたので、別添のとおりご連

絡申し上げます。 
 
 
 

以 上 
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人事異動 （平成 21 年 3 月 5 日付） 

[新] 青森支店長 
平原 美則 

[旧] 第四公益法人部長 

[新] 秋田支店長 
入江 成男 

[旧] 本店コンサルタント第二課長 

[新] 旭川支店長 
太田 豊 

[旧] 横浜駅前支店コンサルタント第一課長 

[新] 池袋支店長 
小和野 晃 

[旧] 難波支店長 

[新] 浦和支店長 
土方 浩市 

[旧] 和歌山支店長 

[新] 北千住支店長 
柳澤 秀美 

[旧] 浦和支店長 

[新] 札幌支店長 
篠原 均 

[旧] 大阪支店長 

[新] 高崎支店長 
吉田 稔 

[旧] 大津支店長 

[新] 千葉支店長 
野口 一哉 

[旧] 阿倍野支店長 

[新] 津田沼支店長 
神山 純一 

[旧] 北千住支店長 
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[新] 所沢支店長 
平井 秀男 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーニー） 

[新] 福島支店長 
木村 聡 

[旧] 青森支店長 

[新] 松戸支店長 
鈴木 章治 

[旧] エクイティ部長 

[新] 水戸支店長 
東滝 卓也 

[旧] 米子支店長 

[新] 本八幡支店長 
宇野 松美 

[旧] 吉祥寺支店投資アドバイザー課長 

[新] 盛岡支店長 
池内 秀一 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーナー） 

[新] 市ヶ谷支店長 
田村 晋 

[旧] 盛岡支店長 

[新] 大泉支店長 
松沢 東 

[旧] 浜田山支店長 

[新] 五反田支店長 
髙橋 大 

[旧] 旭川支店長 

[新] 渋谷支店長 
坂本 英樹 

[旧] 札幌支店長 

 



添付資料 

4 

[新] 新宿支店長 
森實 義夫 

[旧] 千葉支店長 

[新] 新橋支店長 
秋吉 志郎 

[旧] 池袋支店長 

[新] 立川支店長 
浅田 善幸 

[旧] 福島支店長 

[新] 調布支店長 
椎根 達也 

[旧] 調布支店 

[新] 厚木支店長 
川上 肇 

[旧] リテール事業推進部企画推進課兼人材育成部 

[新] 岡崎支店長 
杉山 昌寿 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーナー） 

[新] 小田原支店長 
友松 満広 

[旧] 岡崎支店長 

[新] 阿倍野支店長 
上田 仁志 

[旧] 小田原支店長 

[新] 大阪支店長 
藤堂 聡太郎 

[旧] 御堂筋本町支店長 

[新] 大津支店長 
吉川 浩 

[旧] 千里中央支店長 
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[新] 学園前支店長 
戸田 博之 

[旧] 静岡支店コンサルタント第一課長 

[新] 京都支店長 
下坂 泉 

[旧] 渋谷支店長 

[新] 千里中央支店長 
関戸 優 

[旧] リテール事業推進部企画推進課 

[新] 富山支店長 
松井 幹雄 

[旧] 高崎支店長 

[新] 奈良支店長 
永野 健司 

[旧] 富山支店長 

[新] 難波支店長 
大石 直 

[旧] 京都支店長 

[新] 松本支店長 
内海 公博 

[旧] 市ヶ谷支店長 

[新] 御堂筋本町支店長 
稲葉 清一 

[旧] 人材育成部副部長 

[新] 和歌山支店長 
藤井 義宣 

[旧] 福山支店長 

[新] 熊本支店長 
石田 長生 

[旧] 津田沼支店長 
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[新] 佐賀支店長 
高宮 春樹 

[旧] 松本支店長 

[新] 那覇支店長 
板井 浩司 

[旧] 第五事業法人部 

[新] 姫路支店長 
宇佐美 慶太 

[旧] 那覇支店長 

[新] 福山支店長 
越智 宣裕 

[旧] 第四事業法人部 

[新] 米子支店長 
白石 博巳 

[旧] 厚木支店長 

[新] 人事部長 
小原 公一 

[旧] 新宿支店長 

[新] 証券事務企画部長 
田中 修 

[旧] 証券事務企画室長 

[新] 人材育成部長 
熊野 勝英 

[旧] 新橋支店長 

[新] 財務管理部長 
山本 慎也 

[旧] 経営企画部副部長兼人材育成部 

[新] エクイティ部長 
永末 昌克 

[旧] 人事部長 
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[新] 第四公益法人部長 （免）第一課長兼務 
矢澤 慶一 

[旧] 第四公益法人部副部長兼第一課長 

[新] 池袋支店営業部長 
岸 宏樹 

[旧] 人材育成部副部長 

[新] 本店営業部長 
吉住 俊彦 

[旧] 第六事業法人部 

[新] 名古屋支店営業部長 
阿部 倫也 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーナー） 

[新] 横浜駅前支店営業部長 
佐藤 龍二郎 

[旧] 佐賀支店長 

[新] 大阪支店営業部長 
佐藤 竜也 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーニー） 

[新] 京都支店営業部長 
坂上 博之 

[旧] 人材育成部（リテールビジネストレーニー） 

[新] 神戸支店営業部長 
一木 秀夫 

[旧] 水戸支店長 

[新] 福岡支店営業部長 
林 毅 

[旧] 奈良支店長 

 


