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平成 21 年 8 月 27 日 
日興コーディアル証券株式会社 

 
 

新会社の部室店長人事のお知らせ 
 
 
日興コーディアル証券株式会社（以下、「現在の日興コーディアル証券」）は、関係当局の登録・許認可

を前提として、平成 21 年 10 月 1 日より現在の日興コーディアル証券の全事業および日興シティグルー

プ証券株式会社等の一部事業を新会社（同日付で「日興コーディアル証券分割準備株式会社」から「日

興コーディアル証券株式会社」に商号変更の予定）に承継させ、同日より新会社は、株式会社三井住友

銀行の 100％子会社の総合証券会社として営業を開始し、新たな体制を構築してまいります。 
新会社の組織および役員体制については平成 21 年 8 月 24 日に発表いたしましたが、本日、新会社

の営業開始日の部室店長を決定いたしましたので、別添のとおりお知らせします。 
 

 
以 上 
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【新会社の部室店長】（平成 21 年 10 月 1 日付） 
 

監査担当補佐 保賀 伸夫 

監査部長 切口 昌信 

コンプライアンス統括部長 猪瀬 真哉 

商品コンプライアンス部長 野村 聡 

売買管理部長 重信 和芳 

法人管理部長 建壁 德明 

総合管理部長 田辺 利光 

引受審査部長 阿部 裕行 

管理担当補佐 国井 豊一 

広報部長 廣田 祥二郎 

法務部長 松本 譲治 

資金部長 塩瀬 昭 

決済業務部長 川原 明 

管理部長 山本 晃一郎 

人事部長 小原 公一 

証券事務企画部長 田中 修 

システム統括部長 重田 昭浩 

人材育成部長 熊野 勝英 

リスク管理部長 美馬 慎太郎 

経理部長 真壁 洋一 

財務部長 山本 慎也 

商品業務部長 西岡 誠 

アセットマネジメント商品部長 東 眞之 

アセットマネジメント・マーケティング部長 桜井 歩 

保険ビジネス部長 滝沢 秀之 

投資顧問事業部長 信田 顕 
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エクイティ部長 永末 昌克 

株式アドバイスセンター長 大源 俊博 

金融市場部長 増田 直樹 

金融市場トレーディング部長 乙幡 茂幸 

金融市場トレーディング共同部長 前田 耕一 

資本市場本部長補佐 堤 也夫樹 

エクイティ・キャピタル・マーケット部長 阪井 優 

デット・キャピタル・マーケット部長 関 直也 

デット・シンジケート部長 高松 文雄 

金融商品開発部長 久谷 賢治 

企業情報部長 横山 純一 

国際市場分析部長 大西 史一 

海外業務部長 水上 公晴 

経営企画部長 近藤 雄一郎 

ホールセール事業推進部長 木戸 一彦 

お客様相談室長 小笠原 直樹 

ビジネス調査室長 田島 弘一 

お客様サービスセンター長 名倉 真弓 

ダイレクトチャネル事業部長 丸山 真志 

リテール事業推進部長 牛島 真丞 

ソリューション企画部長 稲垣 正人 

青森支店長 平原 美則 

赤羽支店長 福田 正純 

秋田支店長 入江 成男 

旭川支店長 太田 豊 

池袋支店長 小和野 晃 

上野支店長 石丸 裕史 
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宇都宮支店長 森木田 進 

浦和支店長 土方 浩市 

大宮支店長 坂本 宣 

柏支店長 冨田 正雄 

川越支店長 福島 和義 

北千住支店長 柳澤 秀美 

札幌支店長 篠原 均 

仙台支店長 入矢 憲明 

高崎支店長 吉田 稔 

千葉支店長 野口 一哉 

津田沼支店長 神山 純一 

所沢支店長 平井 秀男 

福島支店長 木村 聡 

松戸支店長 鈴木 章治 

水戸支店長 東滝 卓也 

本八幡支店長 宇野 松美 

盛岡支店長 池内 秀一 

山形支店長 武田 修 

首都圏営業部長 川﨑 庸一郎 

市ヶ谷支店長 田村 晋 

大泉支店長 松沢 東 

大手町支店長 須賀本 仁 

蒲田支店長 瀧岡 錠仁 

烏山支店長 角川 真司 

吉祥寺支店長 松本 晋 

錦糸町支店長 現王園 敏伸 

小金井支店長 木浦 健 
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五反田支店長 髙橋 大 

渋谷支店長 坂本 英樹 

下北沢支店長 西坂 正行 

自由が丘支店長 末永 雅春 

新宿支店長 森實 義夫 

新橋支店長 秋吉 志郎 

立川支店長 浅田 善幸 

玉川支店長 藤川 博康 

調布支店長 椎根 達也 

中野支店長 岡本 照夫 

八王子支店長 中丸 裕史 

本店長 土門 正寿 

町田支店長 宮前 武生 

八重洲支店長 古荘 真義 

青葉台支店長 田畑 勲 

厚木支店長 川上 肇 

岡崎支店長 杉山 昌寿 

小田原支店長 友松 満広 

上大岡支店長 佐々木 賢次 

川崎支店長 堀江 達郎 

岐阜支店長 青木 英之 

甲府支店長 徳田 英樹 

静岡支店長 森本 義人 

新百合ヶ丘支店長 東 浩規 

豊橋支店長 澤井 利和 

名古屋支店長 飛彈 健一 

名古屋駅前支店長 竹井 清司 
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沼津支店長 野田 真司 

浜松支店長 濱田 敏之 

藤沢支店長 菊池 昌隆 

横浜駅前支店長 川島 修一 

四日市支店長 大田 薫 

阿倍野支店長 上田 仁志 

大阪支店長 藤堂 聡太郎 

大津支店長 稲毛 隆文 

学園前支店長 戸田 博之 

金沢支店長 日向 宏昭 

京都支店長 下坂 泉 

堺支店長 土屋 延寿 

千里中央支店長 関戸 優 

高岡支店長 村上 賢一 

高槻支店長 川瀬 勉 

富山支店長 松井 幹雄 

長野支店長 瀬尾 徳義 

奈良支店長 永野 健司 

難波支店長 大石 直 

新潟支店長 佐藤 博文 

枚方支店長 樋口 喜直 

福井支店長 井上 裕詞 

松本支店長 内海 公博 

御堂筋本町支店長 稲葉 清一 

守口支店長 植田 由久 

和歌山支店長 藤井 義宣 

大分支店長 池上 康 
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岡山支店長 秋山 庄平 

鹿児島支店長 平井 敏雄 

北九州支店長 畑中 昭信 

熊本支店長 石田 長生 

高知支店長 中山 康 

神戸支店長 大澤 聡 

佐賀支店長 高宮 春樹 

高松支店長 池田 修人 

徳島支店長 市橋 康仁 

長崎支店長 阪口 昌彦 

那覇支店長 板井 浩司 

西宮支店長 南 薫 

姫路支店長 宇佐美 慶太 

広島支店長 大西 正恭 

福岡支店長 二宮 由之 

福山支店長 越智 宣裕 

松山支店長 岩井 隆史 

宮崎支店長 松尾 敏三 

米子支店長 白石 博巳 

SMBC 仲介ビジネス部長 河村 聡 

仲介ビジネス部長 川内 実 

第一公益法人部長 穴繁 祐二 

第二公益法人部長 和田 圭治 

第三公益法人部長 清水 康雄 

第四公益法人部長 矢澤 慶一 

公益法人業務部長 會澤 裕晃 

プライベート・バンキング部長 坂本 昌史 
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職域メディア営業部長 木藤 泰子 

ホールセール営業部長 鈴木 裕治 

企業法人部長 西村 文和 

第一ソリューション企画部長 渡邊 清一 

企業戦略部長 山本 卓 

コーポレート・サービス担当補佐 十川 耕治 

コーポレート・サービス部長 桜沢 孝 

第一投資銀行部長 要 慎吾 

第二投資銀行部長 田村 憲一 

第三投資銀行部長 井上 洋 

第四投資銀行部長 高倉 弘昌 

第五投資銀行部長 若林 望 

第六投資銀行部長 田村 憲一 

資本市場業務部長 河越 美乃 

公開業務部長 齊藤 誠 

第一事業法人部長 塩見 達也 

第二事業法人部長 永山 明彦 

金融公共法人部長 川原 裕二 

第四事業法人部長 鈴木 啓太 

第五事業法人部長 依田 正文 

第六事業法人部長 成田 周平 

東日本法人本部長補佐 髙田 圭一 

札幌法人部長 髙木 啓行 

仙台法人部長 斎木 真哉 

新潟法人部長 原田 健男 

埼玉法人部長 鬼木 勝己 

関東法人部長 若松 信弘 
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千葉法人部長 遠藤 伸幸 

横浜法人部長 髙橋 澄 

水戸法人部長 登 直也 

名古屋法人部長 寺門 一彦 

静岡法人部長 浅野 浩 

大阪法人部長 泉田 和人 

京都法人部長 尾花 栄一郎 

神戸法人部長 加藤 一志 

西日本法人本部長補佐 福岡 昌樹 

西日本法人本部長補佐 小村 哲士 

岡山法人部長 阿辺 浩司 

広島法人部長 多田 勝之 

福岡法人部長 浦野 幸一 

山口法人部長 山崎 裕之 

 
 

以上 


