2021 年 5 月 20 日（フランス、パリ発）

PRESS RELEASE
【 参考資料】

BNP パリバ・カーディフ 本社役員人事について


ポリーヌ・ルクレール・グロリュが BNP パリバ・カーディフの最高経営責任者（CEO）、および BNP
パリバのエグゼクティブ・コミッティメンバーに就任



ルノー・デュモラは BNP パリバの副チーフ・オペレーティング・オフィサー（インベストメント＆プロテ
クシ ョン部門担当）、および BNP パリバ・カーディフの会長に就任

2021 年 5 月 19 日付で、ポリーヌ・ルクレール・グロリュが BNP パリバ・カーディフの最高経営責任者（CE O） 、
および BNP パリバのエグゼクティブ・コミッティメンバーに就任しました。同日付で BNP パリバの副チー フ・ オ
ペレーティング・オフィサー（インベストメント＆プロテクション部門）に就任したルノー・デュモ ラの任務 を引き 継
ぎます。デュモラは同日付で BNP パリバ・カーディフの会長に就任しました。
ポリーヌ・ルクレール・グロリュは、BNP パリバ・カーディフで 10 年の経歴を有します。経営企画や経 営管理、
マネジメント・アカウンティング、 チーフ・アクチュアリ ーでの職務を通じてファイナンスやマネジ メント分 野に お
ける専門性を磨き、高い分析力やリスク管理能力を有しています。前職では、効率化・技術・オペレーシ ョン 担
当副 CEO として経営戦略を策定・導入し、将来の BNP パリバ・カーディフを率いる準備を進めてきました。
ルノー・デュモラは、BNP パリバ・カーディフのデジタル化を加速させ、パートナーやお客さまへのサー ビス拡
充を図りました。同時に、世界各国でのビジ ネス拡大を図り、パートナーシッ プカルチャーを構築しま した。 デ
ュモラは、社会的責任投資を強力に推進し、 環境に配慮し、寛容な社会の実現を目指す分野に積極 的に 投
資を行いました。今後は、BNP パリバの副チーフ・オペレーティング・オフィサーとして、新たに設置された イン
ベストメント＆プロテクション部門をリ ードします。 インベストメント＆プロテクション部門には、BNP パリ バ・ ア セ
ットマネジメント、BNP パリバ・カーディフ、BNP パリバ・ウェルスマネジメント、BNP パリバ・リアルエステ ート
が含まれます。同時に、ルノー・デュモラはピエール・デュ・ヴィルヌーヴから BNP パリバ・カーディフの会長 職
を引き継ぎます。
ピエール・デュ・ヴィルヌーヴは、BNP パリバ・カーディフの名誉会長に就任しました。
ルノー・デュモラは、「私はポリーヌに心から信頼を寄せていま す。ビジネスに対する彼女の深いエン ゲージ メ
ントと豊富な経験によって、経営の効率性を高め、より 良い社会と環境保全に寄与するポジティブ・ インパ ク ト
を創出しながら、BNP パリバ・カーディフをさらに成長させてくれると確信しています」とコメントしています。
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【 添付資料】 略歴
ポリ ーヌ・ ルクレール・グロリュ （ Pauline Leclerc-Glorieux）
BNP パリ バ・ カーディフ 最高経営責任者
フランスの経済財務省にてキャリアをスタート。2002 年には仏 金融市場の
監督当局である金融市場庁(AMF: Autorité des Marchés Financiers) に
在籍し、金融サービスや資産管理、 貯蓄性金融などの事業者 を監 督 する
部門の副事務局長 (Deputy General Secretary) をはじめ、 数々のポジ
ションを担う。
2011 年、BNP パリバ・カーディフに入社し、ファイナンス部門に おいて経営
企画および経営管理の責任者、ならびにマネジ メント・ア カウンテ ィン グの
責任者を歴任。2014 年から 2018 年には、チーフ・アクチュアリ ー を務 め、
その間の 2016 年 1 月、BNP パリバ・カーディフのエ クゼクティブ・ コミ ッ テ
ィのメンバーとなる。2019 年より、効率化・技術・オペレーショ ン部 門担当
副 CEO を務めた。
エコール・ポリテクニーク (Ecole Polytechnique) にてエンジニアリ ングを
専攻し、成績優秀者 (Corps des Mines) として卒業。仏・アクチュ ア リ 会
会員。
ルノー・ デュモラ （ Renaud Dumora）
BNP パリ バ・ カーディフ 会長
BNP パリ バ 副チーフ・ オペレーティング・オフィサー（インベストメント＆プロテクション部門）
1990 年、コンパーニュ・バンケール銀行にて統計分析担当の責任 者として
キャリアをスタートさせ、その後マネジメント・コントローラーの任務を担う。
1994 年、BNP パリバ・カーディフの数理部門に入社。数々のポジ シ ョン を
経て、同部門の責任者に就任した。2004 年には保障性保険事 業部門 の
責任者、2007 年からは国際事業担当の共同責任者の任務を担うととも に、
同社のエクゼクティブ・コミッティのメンバーとなる。2009 年にファイナンス・
アンド・リスク担当責任者、2014 年には法務担当責任者となり、 その間 の
2012 年にはチーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) に就任。
2015 年、BNP パリバ・カーディフの副 CEO を経て、2016 年より CE O を
務めた。
エコール・ポリテクニーク(Ecole Polytechnique) および国立経済統計 学
校 (National School of Statistics and Economic Administration) を卒業。
仏・アクチュアリ会会員。
※この資料は、2021 年 5 月 20 日にフランス・パリで発表されたプレスリリースの抄訳です。
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BNP パリ バ・カーディフについて
BNP パリバ・カーディフはローン保険のリーディングカンパニーです。お客さまが人生プランを確実に実現できるよう、想定外のリスクから守る
という重要な役割を担っています。社会課題の解決に積極的に寄与し、ひとりでも多くの人に保険を提供することを使命としています。BNP パ
リバ・グループの保険事業部門として、パートナーシップビジネスを根幹としたユニークなビジネスモデルを確立しています。銀行、自動車企業、
小売業者、通信会社など幅広い業界でパートナーシップを結び、その数は 500 社にのぼります。パートナー企業と共同でソリューションを開発
し、ファイナンシャルアドバイザーやブローカーを通じて保険を販売しています。33 の国と地域で 1 億人のお客さまに商品とサービスを提供し
ています。特に、欧州、アジア、南米において確固たるプレゼンスを築き、経済投融資においても多大な役割を担っています。世界で約 8,0 0 0
名の従業員を有し、2020 年の収入保険料は 248 億ユーロにのぼります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
カーディフ生命保険株式会社 お客さま相談室 TEL：03-6415- 8275
受付時間 9:00～18:00 （月曜日～金曜日、祝日・年末年始を除く）
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