
1

退職給付ビッグバン研究会会員名簿（５０音順）
赤字は幹事 2012年11月09日現在

連番 氏名 ふりがな 所属機関名・役職

1 青木　昭 あおき　あきら ＮＥＣプロサポート（株）

2 赤石　浩一 あかいし　こういち 経済産業省研究所

3 赤松　正章 あかまつ　まさあき 日立企業年金基金　常務理事

4 秋津　和人 あきつ　かずと 年金問題研究会　代表

5 秋吉　俊彦 あきよし　としひこ もとバークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行

6 秋田　寛子 あきた　ひろこ みずほ総合研究所（株）　調査本部　金融調査部　主任研究員

7 浅野　年克 あさの　としかつ （株）IICパートナーズ

8 浅野　幸弘 あさの　ゆきひろ 横浜国立大学経営学部教授

9 安藤　和明 あんどう かずあき トヨタ自動車 人事部 （年金等福利厚生の企画担当）

10 飯野　厚子 いいの　あつこ ソニー（株）　年金企画グループ　シニアペンションプランニングマネジャー

11 伊岐　典子 いき　のりこ 中央労働委員会事務局次長

12 石垣　修一 いしがき　しゅういち みずほ年金研究所　年金研究部　主席研究員

13 石川　一彦 いしかわ　かずひこ マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング（株）

14 石崎　浩 いしざき　ひろし 読売新聞社　編集局社会保障部　主任

15 石田　成則 いしだ　しげのり 山口大学経済学部教授

16 泉田　敦弘 いずみた　あつひろ 日本生命保険相互会社　企業保険数理室　課長補佐

17 泉本　小夜子 いずもと　さよこ トーマツ　リサーチセンター　代表社員

18 一圓　光彌 いちえん みつや 関西大学経済学部教授

19 伊藤　憲行 いとう　のりゆき トヨタ自動車　人事部厚生室厚生グループ長

20 伊藤　麻紀子 いとう　まきこ 三菱ＵＦＪ信託銀行　年金コンサルティング部　リサーチグループ

21 稲葉　雅博 いなば　まさひろ 企業年金連合会　数理部

22 稲村　牧人 いなむら　まきと ゼスト・アッセトマネジメント（株）　業務管理部長

23 犬飼　貴博 いぬかい　たかひろ グローバル・マネジメント　代表取締役

24 今福　愛志 いまふく　あいし 日本大学経済学部教授

25 今村　琴也 いまむら ことなり 共同通信社 経済部 記者

26 入谷　隆治 いりたに　りゅうじ 東レ福祉会　専務理事

27 祝迫　得夫 いわいさこ　とくお 一橋大学経済研究所　助教授

28 岩田　豊一郎 いわた　とよいちろう 大和総研　企業財務戦略部　シニアアナリスト

29 上田　憲一郎 うえだ　けんいちろう ジャパン・ペンション・ナビゲーター（株）

30 上田　實 うえだ　みのる 第一生命経済研究所　取締役総合研究部長

31 上野　雄史 うえの　たけふみ 静岡県立大学経営情報学部助教授

32 牛嶋　耕治 うしじま　こうじ アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社　機関投資家営業部

33 臼杵　政治 うすき　まさはる ニッセイ基礎研究所　金融研究部門（年金フォーラム）                 上席主任研究員

34 内田　泰 うちだ　やすし 共同通信社 社会保障室　記者

35 梅原　純 うめはら　じゅん フランク・ラッセル　コンサルタント

36 浦壁　厚郎 うらかべ あつお （株） 野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部　副主任研究員

37 浦嶋　良日留 うらしま よしひと 明治安田生命保険相互会社　総合法人第三部　法人営業第三部　法人営業担当　次長

38 浦田　春河 うらた　はるか タワーズ・ペリン

39 江口　隆裕 えぐち　たかひろ　 筑波大学ビジネス科学研究科教授

40 遠藤　忠彦 えんどう　ただひこ 三菱ＵＦＪ信託銀行年金コンサルティング部　調査役

41 逢坂　保一 おうさか　やすかず 大和総研　人事・年金コンサルティング部　シニアコンサルタント

42 大須賀　康敏 おおすか　やすとし 日本生命保険　企業保険数理部　　年金数理課長

43 大槻　洋子 おおつき　ようこ （株）大和ファンド・コンサルティング　年金運用コンサルティング部　シニアコンサルタント

44 大林　尚 おおばやし　つかさ 日本経済新聞社　経済部編集委員

45 大山　義広 おおやま　よしひろ 中央三井アセット信託銀行　コンサルティング部　担当部長

46 岡田　敦子 おかだ　あつこ JUKI　総合企画部

47 岡田　篤 おかだ　あつし 日本経済新聞社　編集局経済部

48 岡田　健 おかだ　けん 東レ（株）　　東レ企業年金基金　事務長

49 岡村　国和 おかむら くにかず 濁協大学経済学部　教授

50 岡本　量太 おかもと　りょうた もとErnst&Young

51 小川　悟 おがわ　さとし 三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部 統括マネジャー
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52 小川　浩 おがわ　ひろし 神奈川大学　経済学部　助教授

53
翁　百合 おきな　ゆり 日本総合研究所調査部

主席研究員

54 尾崎　俊雄 おざき　としお 三重大学　人文学部法律経済学科　准教授

55
小澤　元秀 おざわ　もとひで 中央青山監査法人　業務管理本部　退職給付会計グループ

代表社員

56 小野　正昭 おの　まさあき みずほ年金研究所　年金研究部　部長

57 樫原　朗 かしはら　あきら 神戸学院大学経済学部 教授

58 柏木　恵 かしわぎ　めぐみ 富士通総研　シニアコンサルタント

59 柏崎　重人 かしわざき　しげと 大和総研　　年金財務制度戦略部　アナリストグループ長　シニアアナリスト

60 片山　英治 かたやま　えいじ 野村総合研究所　資本市場研究部　アセットマネジメント研究室　主任研究員

61 片寄　郁夫　 かたよせ　いくお （株）りそな銀行　年金信託部

62 勝又　幸子 かつまた　ゆきこ 国立社会保障・人口問題研究所　総合企画部　第３室長

63 金子　強 かねこ　つよし 格付投資情報センター 投資評価事業本部年金コンサルティンググループ チーフコンサルタント

64 金子　久 かねこ　ひさし 野村総合研究所　上級研究員

65 金子　能宏 かねこ　よしひろ 国立社会保障・人口問題研究所　社会穂法応用分析研究部第一室室長

66 鎌田　真隆 かまだ　しんりゅう 厚生労働省年金局数理課・国際年金財政分析官

67 上川　裕之 かみかわ　ひろゆき みずほ信託銀行（株）　運用企画部　新商品・サービス企画班　調査役

68 神山　紀子 かみやま　のりこ 三菱ＵＦＪ信託銀行　年金コンサルティング部　リサーチＧ

69 蒲原　基道 かもはら　もとみち 厚生労働省障害保健福祉部企画課長

70 川出　龍一郎 かわで　りゅういちろう ブラザー工業(株)　　　ブラザー企業年金基金常務理事

71 河村　健吉 かわむら　けんきち 年金コンサルタント

72 神田　裕二 かんだ　ゆうじ 厚生労働省保険局総務課長

73 菊池　馨実 きくち　よしみ 早稲田大学助教授

74 岸田　雅雄 きしだ　まさお 神戸大学大学院法学研究科教授

75 木島　賢 きじま　まさる 東海大学大学院教授

76 岸本　学 きしもと まなぶ

77 北村　智紀 きたむら　ともき （株）ニッセイ基礎研究所　金融研究部門　主任研究員

78 北村　行伸 きたむら　ゆきのぶ 一橋大学　経済研究所教授

79 京野　周平 きょうの　しゅうへい 三菱マテリアル　直島製錬所

80 久我　誠 くが　まこと ブラックロック・ジャパン（株）  アカウント・マネジメント部門

81 日下部　健一 くさかべ けんいち 住友信託銀行　年金研究センター　研究員

82 日下部　朋久 くさかべ ともひさ 三菱ＵＦＪ信託銀行年金コンサルティング部長

83 工藤　利春 くどう　としはる 東芝ソリューション（株） 人事総務部参事

84 工藤　久嗣 くどう　ひさつぐ 淑徳大学　国際コミュニケーション学部　経営コミュニケーション学科

85 国枝　繁樹 くにえだ　しげき 一橋大学国際・公共政策大学院助教授

86 久保　知行 くぼ　ともゆき 日産自動車　人事部　グローバル年金担当部長

87 窪野　鎮治 くぼの しずはる 生命保険協会　副会長

88 熊沢　昭佳 くまざわ　てるよし 企業年金連合会　理事

89 倉橋　由光 くらはし　よしみつ 住友信託銀行　本店法人信託営業部

90 小櫻　純 こざくら　じゅん 神戸学院大学法科大学院　教授

91 小島　明日奈 こじま　あすな 毎日新聞社　編集局生活家庭部

92 小島　孝一 こじま　こういち 第一生命経済研究所

93 小島　晴洋 こじま　はるひろ 大阪学院大学法学部教授

94 小島　泰 こじま　やすし 藤沢薬品労働組合　中央書記長

95 後藤　博 ごとう　ひろし セコム(株)　　人事部　給与・労務グループ　主務

96 小林　功 こばやし　いさお 三菱商事（株）　　三菱商事企業年金基金常務理事

97 小林　周一 こばやし　しゅういち タワーズペリン　コンサルタント

98
小林　由紀子 こばやし　ゆきこ (株)日立プラントテクノロジー　人材開発本部　　人材処遇グループ

99 小松　芳人 こまつ　よしひと 格付投資情報センター　情報本部　編集部　年金情報記者

100 小森　哲 こもり　さとし カゴメ（株）　人事総務部　人事グループ　課長

101 近藤　邦夫 こんどう　くにお 第一生命保険相互会社　年金事業部　課長

102 Harald Conrad こんらっど　はらるど 立命館アジア太平洋大学　准教授

103 斉藤　順子 さいとう　じゅんこ 想研　エグゼグティブ マネージャー

104 彭城　晃一 さかき　こういち ＮＥＣ企業年金基金　常務理事
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105 榊原　茂樹 さかきばら　しげき 神戸大学　大学院経営学研究科　教授

106 坂口　雄作 さかぐち　ゆうさく 野村アセットマネジメント（株）　研究開発センター　シニア・リサーチ・アドバイザー

107 坂本　純一 さかもと　じゅんいち 野村総合研究所

108 佐久間　吉行 さくま　よしゆき 格付投資情報センター　投資評価事業本部　投資評価事業部　年金コンサルティンググループ　チーフアナリスト

109 酒向　清 さこう　きよし 東ソー労働組合　中央執行委員

110 佐々木　一成 ささき　かずなり バンクオブニューヨークメロン証券（株）  証券営業部　アセットサービシング　セールス ディレクター

111 佐々木　隆文 ささき　たかふみ 名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授

112 佐々木　政治 ささき　まさはる みずほ信託銀行　年金数理部長

113 笹島 芳雄 ささじま　よしお 明治学院大学経済学部
教授

114 佐藤　宏 さとう　ひろし （株）日立製作所　労政人事部　部長代理

115 佐藤　文友 さとう　ふみとも 外国運輸金融厚生年金基金　常務理事

116 佐藤　雅訓 さとう　まさのり カゴメ（株）　　人事総務部人事グループ課長

117 佐野 邦明 さの くにあき 三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部 部長

118 篠原　淳 しのはら　あつし 九州国際大学　経済学部　助教授

119 島崎　謙治 しまざき　けんじ 政策研究大学院大学教授

120 清水　時彦 しみず　ときひこ 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）調査室長

121 清水　信広 しみず　のぶひろ 農業者年金基金

122 下村　直樹 しもむら　なおき

123 菅原　晴樹 すがわら　はるき 独立行政法人勤労者退職金共済機構　理事　中小企業退職金共済事業本部長

124
杉田　健 すぎた　けん 中央三井アセット信託銀行　年金コンサルティング部　指定年金数理人業務担当部長

年金リサーチセンター　研究理事(併任）

125 鈴木　博司 すずき　ひろし 日本生命４０１Ｋ年金部部次長

126 鈴木　裕 すずき　ゆたか 大和総研　年金医療調査室　次長

127 鈴木　裕二 すずき ゆうじ

128 須藤　一紀 すどう　かずのり 第一生命経済研究所　総合研究部　副主任研究員

129 関　邦雄 せき　くにお ワトソンワイアット　コンサルタント

130 関根　賢二 せきね　けんじ タワーズペリン　コンサルタント

131 銭谷　馨 ぜにや　かおり 野村総合研究所　主任研究員

132 平　哲朗 たいら　てつろう 野村證券　年金業務部

133 高木　円 たかぎ　まどか タワーズペリン　アセットコンサルティングサービス部門アソシエイツ

134 高橋　豊雄 たかはし　とよお サンデン（株）　サンデン退職金基金　事務長

135 高原　宣昭 たかはら　のぶあき 前野村総研、個人事務所年金コンサルタント

136 高村　静 たかむら　しずか 日興ファイナンシャル・インテリジェンス　年金研究所　主任研究員　シニアコンサルタント

137 高山　憲之 たかやま　のりゆき 一橋大学　経済研究所
教授

138 武石　恵美子 たけいし　えみこ 法政大学　キャリアデザイン学部

139 竹下　研 たけした　けん 九州電力（株）　経理部　財務計画グループ　年金運用チーム　副長

140 竹下　隆夫 たけした　たかお 財団法人結核予防会　理事・企画情報部長　立教大学コミュニティ福祉学部講師

141 立原  進一 たちはら　しんいち もと厚生労働省　労働基準局　

142 田中　周二 たなか　しゅうじ 日本大学文理学部　数学科　教授

143 田中　秀明 たなか　ひであき 財務省

144 田中  正樹 たなか　まさき ＪＴ人事部課長

145 谷内　陽一 たにうち　よういち (株）りそな銀行　信託ビジネス部　りそな企業年金研究所

146 谷口　充洋 たにぐち　みつひろ 大同生命保険　企業保険部

147 玉置　　真郁 たまおき　まふみ ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ証券（株）　部長（営業担当）

148 玉木　伸介 たまき　のぶすけ 総合研究開発機構　主任研究員

149 田村　正雄 たむら　まさお 生活福祉研究機構

150 千田　彰子 ちだ　しょうこ 富士通（株）　財務経理本部　IFRS推進室

151 辻 　陽明 つじ　ようめい 朝日新聞　東京本社経済部

152 津田　真吾 つだ　しんご タワーズペリン　コンサルタント

153 津田　弘美 つだ　ひろみ 野村年金サポート＆サービス（株）　確定拠出年金部　コーポレートサポートチーム

154 都留　康 つる　つよし 一橋大学経済研所教授

155 鶴淵　広美 つるぶち　ひろみ 監査法人トーマツ　金融インダストリーグループ

156 坪野　剛司 つぼの　つよし もと　全労災　参与
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157 土肥　克己 どい　かつみ 厚生労働省社会・援護局援護企画課

158 陶野　哲雄 とうの　てつお トウノ リサーチ アンド マネジメント （株）　代表取締役

159 徳住　祥蔵 とくずみ　しょうぞう 新日本製鐵　顧問　日経連年金問題小委員会座長

160 戸塚　達也 とつか　たつや 年金数理人

161 土浪　修 となみ　おさむ ニッセイ基礎研究所保険研究部門　主任研究員

162 殿木　文明 とのき　ふみあき 経済産業省　経済産業政策局　企業行動課　課長補佐

163 外崎　みのり とのさき　みのり ＨＯＹＡサービス（株）　　　アドミニストレーションサポートグループ

164 富永　洋子 とみなが　ようこ 野村ヒューマンキャピタルソリューション

165 中嶋　邦夫 なかじま　くにお ニッセイ基礎研究所　金融研究部門/年金フォーラム

166 中島　久幸 なかじま　ひさゆき プルデンシャル投信　金融法人ビジネス推進部　兼　DC室次長

167 中田　正 なかだ　ただし 虎ノ門アクチュアリー事務所　顧問

168 仲津留　隆 なかつる たかし 厚生労働省統計情報部審査解析室

169 中野　誠 なかの　まこと 一橋大学大学院商学研究科・教授

170 中林　宏信 なかばやし　ひろのぶ 富国生命保険　年金業務部 年金数理グループ課長

171 中原　孚 なかはら　まこと ゼッタテクノロジー（株）　顧問

172 中村　淳一郎 なかむら　じゅんいちろう （株）ＩＩＣパートナーズ　コンサルタント

173
中村　義正 なかむら　よしまさ （株）ＩＩＣパートナーズ　代表取締役

174 永森　秀和 ながもり　ひでかず 格付投資情報センター

175 柳楽　晃洋 なぎら　てるひろ 医薬基盤研究所

176 西岡　隆 にしおか　たかし 厚生労働省年金局数理課

177 錦織　隆生 にしごり　りゅうせい もと　キユーピー（株）　キユーピー企業年金基金常務理事

178 西久保　浩二 にしくぼ　こうじ （財）生命保険文化センター　生活研究部　主席研究員

179 西堀　永 にしぼり　ひさし 東京急行電鉄(株)　経営統括室人事企画部　課長補佐

180 西村　邦裕 にしむら　くにひろ あさひ信託銀行　東京営業部　部長

181 西村　淳 にしむら　じゅん 厚生労働省　年金局　企業年金国民年金基金課長

182 西村　道憲 にしむら　みちのり 野村興銀インベストメント・サービス　業務開発グループマネージャー兼年金調査室主任研究員

183 丹羽　浩正 にわ　ひろまさ 東洋大学経営学部　非常勤講師

184 野尻 哲史 のじり さとし フィデリティ投信（株） フィデリティ退職・投資教育研究所　所長

185 野中　祥子 のなか　しょうこ 厚生労働省年金局　企業年金国民年金基金課　厚生労働事務官

186 橋本　幹生 はしもと　みきお

187 畑　聡 はた　さとし 日本生命保険企業保険数理室　年金数理課長

188 秦　穣治 はた　じょうじ 非営利法人確定拠出年金教育協会　専務理事

189 秦　勉 はた　つとむ 東京電力　労務人事部　給与・要員グループ　副長

190 濱谷　浩樹 はまや　ひろき 文部科学省幼児教育課長

191 早川　敦 はやかわ　あつし 財務省給与共済課

192 早川　好寛 はやかわ　よしひろ 格付投資情報センター　常務取締役

193 平岡　真一 ひらおか　しんいち 日立製作所　労政部　給与企画グループ　部長代理

194 平野　嘉秋 ひらの　よしあき 日本大学商学部教授

195 Oscar Volder ふぉるだー　おすかー ABN AMRO証券投資顧問（株）　年金法人担当部長

196 深沢　道広 ふかさわ　みちひろ 日本経済新聞社　編集局経済金融部記者

197 福田　里香 ふくだ　りか 松下電器産業（株）　労政グループ　年金チームリーダー

198 福原　忠之 ふくはら　ただゆき 日立製作所厚生年金基金　常務理事

199 福久　弘明 ふくひさ　ひろあき みずほコーポーレート銀行　本部事務サービス部

200 福本　充伸 ふくもと　みちのぶ イオン企業年金基金　事務長

201 藤井　康行 ふじい　やすゆき 住友信託銀行　年金研究センター　制度研究部長　兼　主席研究員

202 藤林　宏 ふじばやし　ひろし 住友信託銀行　年金研究センター　運用研究部長　兼　主席研究員

203 藤本　健太郎 ふじもと　けんたろう 静岡県立大学経営情報学部准教授

204 藤本　裕三 ふじもと　ゆうぞう 住友信託銀行（株）調査役

205 船津　英紀 ふなつ ひでき みずほ銀行　法人業務部　確定拠出年金室

206 古市　峰子 ふるいち　みねこ 日本銀行金融研究所

207 古川　るり ふるかわ　るり オリックス（株）　ファイナンシャル・プランナー

208 府玻　正 ふわ　ただし 早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中

209 北條　茂晴 ほうじょう　しげはる 損保ジャパンＤＣ証券（株）　数理設計コンサルティング部長
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210 堀之内　俊也 ほりのうち　としや タワーズペリン　コンサルタント

211 本　建昭 大阪府社会保険労務士会　常任理事

212
本田　一 ほんだ　はじめ 福祉医療機構

213
本部　崇仁 ほんべ　たかひと ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問（株）　アソシエートディレクター

214 前田　原宏 まえだ　もとひろ みずほ信託銀行（株）　運用企画部　新商品サービス企画班

215 Sarah McLellan さら　まくれらん モルガンスタンレー　アソシエート（株式調査部）

216 孫田　良平 まごた　りょうへい 労働評論家

217 増井　克行 ますい かつゆき 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー（株）　シニア・マネジャー

218 松浦　民恵 まつうら　たみえ ニッセイ基礎研究所生活研究部門主任研究員

219 松岡　正樹 まつおか　まさき 厚生労働省健康局生活衛生課長

220 松原　良 まつばら　りょう ヒューイット・アソシエイツ、日興ファイナンシャル・インテリジェンス

221 松森　宏文 まつもり　ひろふみ 大和総研　年金事業開発部　投資支援戦略グループ

224 丸尾　美奈子 まるお　みなこ 日本生命　法人営業企画部調査役

223 丸山　秀幸 まるやま　ひでゆき 野村證券（株）　フィデューシャリー・マネジメント部

224 水上　孝 みずかみ　たかし 厚生労働省　年金局　企業年金国民年金基金課　基金数理室長

225 三石　博之 みついし　ひろゆき 総務省行政評価局

226 南田　弘一 みなみだ　ひろかず 野村證券　投資信託部部長

227 宮井　博 みやい　ひろし 日興フィナンシャル・インテリジェンス　年金研究所 常務執行役員

228 宮本　真司 みやもと　しんじ 社会保険庁経理課長

229 村上　和成 むらかみ　かずしげ （財）社会経済生産性本部　雇用システム研究センター　主任研究員

230 村上　剛 むらかみ　ごう （株）ＣＳＫマーケティング　教育研修部教育研修2課

231 村山　令二 むらやま　れいじ 厚生労働省保険局調査課長

232 森田　茂生　 もりた　しげお 年友企画　代表取締役

233 森田　慎二郎 もりた　しんじろう （社）企業福祉・共済総合研究所

234 森戸　英幸 もりと　ひでゆき 上智大学法学部教授／弁護士

235 守山　猛 もりやま 日本化学産業労働組合　常任中央執行委員

236 門田　伸一 もんでん　しんいち T&D太陽大同投資顧問（株）　運用部門　投資開発チーム　兼　信用リスクマネジメントチーム

237 矢崎　剛 やざき　つよし 東京社会保険事務局長

238 矢野　学 やの　まなぶ 住友信託銀行　年金研究センター　研究員

239 山内　孝一郎 やまうち　こういちろう 厚生労働省保険局調査課課長補佐

240 山口　修 やまぐち　おさむ 横浜国立大学経営学部教授

241 山口　浩一郎 やまぐち　こういちろう 放送大学　教授

242 山口　登 やまぐち　のぼる 野村証券（株）　フィデューシャリー・サービス・研究センター　シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

243 山口　豊 やまぐち　ゆたか 松下電器産業（株）労政グループ　主事

244 山崎　史郎 やまさき　しろう 内閣府政策統括官（経済財政運営担当）

245 山崎　俊輔 やまざき　しゅんすけ 企業年金連合会　企画振興部　調査役　確定拠出年金担当

246 山崎　泰彦 やまざき　やすひこ 神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部　保健福祉学科

247 山根　昭昶 やまね　あきなが もと　（財）総評会館 専務理事

248 山根　啓 やまね　けい 経済産業省　中小企業庁　経営安定対策室長

249 吉田　ありさ よしだ　ありさ 日本経済新聞社　編集局経済部

250 吉田　弘文 よしだ　ひろふみ 山梨学院大学現代ビジネス学部講師

251 若島　司 わかしま　つかさ コニカミノルタホールディングス（株）　人事部　人事労政グループリーダー（部長）

252 若林　緑 わかばやし　みどり 大阪府立大学経済学部講師

253 渡邊　絹子 わたなべ　きぬこ 東海大学法学部　専任講師

254 渡辺　恵一朗 わたなべ　けいいちろう 駒沢大学　教授

255 渡辺　進一朗 わたなべ しんいちろう 明治生命保険 特別法人部 特別法人業務推進第四室（外資企業担当） 次長

256 渡邊　啓文 わたなべ　ひろふみ 田辺製薬労組　副執行委員長


	HP用（121109現在）

