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三井住友DS アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 兼 CEO：猿田隆）は、下記の通り組織改編お
よび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。 

今般の組織改編および人事異動により、お客さま満足度の更なる向上を図り、お客さまのQuality of Lifeに貢献
する最高の資産運用会社を目指します。新組織の詳細は別紙1の「新組織機構図」をご参照ください。 

記 

１．組織改編および人事異動の実施日 

2021年 4月 1日 

２．組織改編について 

（1）営業体制の強化 

① お客さまの声や顧客満足度調査等の分析結果を全社的な営業活動の改善に適切につなげるため、CX推
進部を営業企画部の部内室に変更し、「CX推進室」とします。 

② 投信ビジネスにおけるオンラインチャネルの台頭やWeb取引の進展等に対応し、全社的にノウハウを共有し
営業力強化を図るため、オンラインマーケティング部を投信営業部の部内室に変更し「オンラインマーケティン
グ室」とします。 

③ 変化の速いグローバルビジネスへ迅速かつ的確に対応するため、国際戦略部が担うミッションをより明確化し、
「国際営業部」と改称します。 

（2）体系的かつ効果的な研修体制の整備 

プロフェショナル人財の育成に向けて、体系的かつ効果的な研修体制を整備・実施する推進部署として、人事
部内に「人財開発室」を設置します。 
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３.  執行役員人事について 

（1）昇格 
 

新職 現職 氏名 

専務執行役員 
（運用部門 副部門長（プロダクト担
当）、管掌：オルタナティブ運用部・グロー
バルパートナー運用部） 

常務執行役員 
（商品部門長、担当：商品戦略部、商
品管理部） 

伊木 恒人 

常務執行役員 
（担当：機関投資家営業部） 

執行役員 
（副担当：機関投資家営業部） 

鯵坂 亮平 

常務執行役員 
（担当：運用企画部、運用業務部、トレ
ーディング部） 

執行役員 
（担当：運用企画部、運用業務部） 

岩井 和司 

常務執行役員 
（商品部門長、担当：商品戦略部、商
品管理部） 

執行役員 
（担当：投信営業部、オンラインマーケティ
ング部 ） 

上山 修 

 

（2）新任 
 

新職 現職 氏名 

執行役員 
（担当：経営企画部） 
兼 経営企画部長 

経営企画部長 兼 経営企画部事業開発
室長 兼 経営企画部企画チーム長 

新島 剛 
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（3）担当の変更 
 

新職 現職 氏名 

取締役 兼 専務執行役員 
（運用部門長、担当：運用部（統
括）、保険資産運用第一部、保険資産
運用第二部） 
兼 保険資産運用第二部長 

取締役 兼 専務執行役員 
（運用部門長、担当：運用部、保険資
産運用第一部、保険資産運用第二部） 

今井 真吾 

常務執行役員 
（担当：運用部（株式担当）、エンゲー
ジメント運用部） 

常務執行役員 
（担当：エンゲージメント運用部、副担
当：運用部） 

木下 広一 

常務執行役員 
（担当：運用部（債券担当）） 

常務執行役員 
（副担当：運用部） 

酒井 覚 

執行役員 
（担当：運用部（開発担当）） 

執行役員 
（副担当：運用部） 

渡辺 一男 

常務執行役員 
（担当：オルタナティブ運用部、グローバル
パートナー運用部） 

常務執行役員 
（担当：機関投資家営業部、クライアント
サービス部、クライアントレポーティング部） 

依田 裕一朗 

代表取締役 兼 副社長執行役員 
（担当：国際営業部） 

代表取締役 兼 副社長執行役員 
（管掌：オルタナティブ運用部、グローバル
パートナー運用部、国際戦略部） 

澤野 隆之 

専務執行役員 
（営業部門長、担当：クライアントサービス
部、クライアントレポーティング部） 

専務執行役員 
（担当：大阪支店） 

白神 誠 

専務執行役員 
（担当：大阪支店、名古屋支店） 

専務執行役員 
（営業部門長補佐） 

高塚 峰生 

執行役員 
（担当：営業企画部、資産形成推進
部、投信営業部、資産運用サポート部） 
兼 営業企画部長 

執行役員 
（担当：営業企画部、資産形成推進
部、ＣＸ推進部） 
兼 営業企画部長 

鈴木 健也 

専務執行役員 
（担当：ＩＴ統括部、資産管理部・委託
業務管理部（統括）） 

専務執行役員 
（担当：ＩＴ統括部） 

今村 研二 

 
※ 全執行役員の担当は、「別紙２の執行役員一覧」をご覧ください。 
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４．部長の異動について 
 

新職 現職 氏名 

トレーディング部長 トレーディング部 シニアマネージャー 櫻井 基行 

国際営業部長 兼 国際営業部海外営業
チーム長 

国際戦略部 部付部長 兼 国際戦略部
グローバルクライアントソリューションチーム長 

石原 大輔 

資産形成推進部長 兼 資産形成推進部
ファンドラップ推進チーム長 

資産形成推進部 副部長 木藤 泰子 

名古屋支店長 
名古屋支店 シニアマネージャー 兼 機関
投資家営業部 シニアマネージャー 

小泉 陽一 

リスク管理部長 経営企画部 部付部長 松井 智信 

総務部長 リスク管理部長 桑原 啓之 

以上 

【本件に関するお問合せ先】 
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 
経営企画部 コミュニケーション推進室 丸山 Tel.03-6205-1908 

川瀬 Tel.03-6205-1902 
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＜別紙1＞新組織機構図（2021年4月1日付） 
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＜別紙２＞執行役員一覧（2021年4月1日付） 

（次ページへ続く） 
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＜別紙２＞執行役員一覧（2021年4月1日付） 


