
平成23年4月1日付で下記の通り機構改正並びに人事発令をいたしましたので、お知らせいたします。

Ⅰ.機構改正について
　１．本社機構について

(1) 商事事業担当及び３ＰＬ事業担当を設置する。

(2) 百貨店物流担当を設置する。

(3) (※)ＡＥＯ承認の取得を目指し、グループ全体の輸出入業務を管轄するＡＥＯ担当
を設置する。
（※）Authorized　Economic　Operatorの略。

(4) 法務担当を設置する。

(5) 生産管理本部の再編
事業開発本部の発展的解消を図り事業開発本部を廃止し、それに伴い事業開発本部内
の事業企画担当及び人材ビジネス担当を、新たに生産管理本部内に設置する事業開発
部へ移管する。

(6) ロジスティクス営業本部の再編
事業開発本部の発展的解消を図り事業開発本部を廃止し、それに伴い事業開発本部内
の引越推進担当及び航空・ＫＹＮ営業担当を、ロジスティクス営業本部へ移管する。

(7) 中国瀋陽プロジェクトの設置
生産管理本部内に中国瀋陽プロジェクトを設置する。

(8) 安全環境管理部の再編
健康推進室を安全環境管理部に統合する。
これに伴い安全環境管理部内組織を、安全管理グループ、環境推進グループ、
健康推進グループの３グループ制とする。

(9) 北関東担当の廃止
関東主管支店の設置に伴い、北関東担当を廃止する。

　２．ライン機構について

(1) 関東主管支店、関東業務センターの設置
関東主管支店を新設し、茨城支店と柏支店を管轄する。また、主管管轄の関東
業務センターを設置し、主管支店並びに主管管轄支店の間接業務全般を管理する。

(2) 埼玉北支店の設置
埼玉主管管轄支店内に埼玉北支店を新設し、南埼玉流通センター、杉戸ＰＤセンター、
蓮田資材センター及び伊奈倉庫を管轄する。

(3) 静岡主管支店の設置
静岡東支店を静岡主管支店と改称し、静岡西支店を管轄する。
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(4) 岡山主管支店、岡山業務センターの設置
岡山支店を岡山主管支店と改称し、広島支店を管轄する。また、主管管轄の岡山
業務センターを設置し、主管支店並びに主管管轄支店の間接業務全般を管理する。

(5) 関東住宅支店の廃止
関東住宅支店を廃止し、各営業所については次のとおり各支店に再編する。

東柏営業所、つくば出張所 関東主管支店（新設）
戸田物流センター 埼玉南支店

(6) 山口支店の廃止
山口支店を廃止し、山口ハウス営業所を広島支店に再編する。

(7) カザフスタン事業部の設置
国際物流事業本部内にカザフスタン事業部を設置する。

営業所名 管轄支店名

厚木物流センター、厚木資源循環セン
ター、厚木躯体センター、中山出張所

神奈川支店
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Ⅱ.役員人事について

《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

取締役(兼)専務執行役員
商事事業担当
(兼)センコー商事㈱ 代表取締役社長
(兼)㈱丸藤 代表取締役会長（兼）社長

手塚 武與 取締役(兼)専務執行役員
事業開発本部長
(兼)センコー商事㈱代表取締役社長
(兼)㈱丸藤 代表取締役会長（兼）社長

取締役(兼)専務執行役員
３ＰＬ事業担当
(兼)ロジ･ファクタリング㈱
代表取締役社長

髙橋 久男 取締役(兼)専務執行役員
ロジスティクス営業本部長
(兼)ロジ･ファクタリング㈱
代表取締役社長

取締役(兼)専務執行役員
ＡＥＯ担当
(兼)国際物流事業本部長

田中 増雄 取締役(兼)専務執行役員
国際物流事業本部長

取締役(兼)常務執行役員
生産管理本部副本部長

田中 健悟 取締役(兼)常務執行役員
北関東担当
(兼)埼玉主管支店長

取締役(兼)執行役員
安全環境担当
(兼)安全環境管理部長
(兼)安全管理グループ長

森本 康司 取締役(兼)執行役員
安全環境担当
(兼)健康推進室長

取締役(兼)執行役員
東京主管支店長

尾池 和昭 取締役(兼)執行役員
東京主管支店長
(兼)南関東業務センター長

取締役
センコービジネスサポート㈱
代表取締役社長
(兼)㈱センコー保険サービス
　　代表取締役社長

和田 定晋 取締役(兼)常務執行役員
経営管理担当
(兼)センコービジネスサポート㈱
　　代表取締役社長

取締役
国際物流事業本部長付

菅野 正人 取締役(兼)執行役員
ケミカル物流営業本部長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
関東主管支店副主管支店長
(兼)茨城支店長

鶴留 　和治 常務理事
茨城支店長

執行役員
経営管理担当
(兼)経営管理部
　　　　関係会社管理グループ長

室崎 行雄 常務理事
生産管理本部生産管理部長

執行役員
法務担当

瑠璃垣 潔 旭化成㈱
購買物流統括部長

執行役員
ケミカル物流営業本部長

伊藤 彰 旭化成ケミカルズ㈱
化薬事業部長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
関東主管支店長

山中 一裕 常務執行役員
生産管理本部副本部長

常務執行役員
ロジスティクス営業本部長

寺町 博文 常務執行役員
九州主管支店長

執行役員
生産管理本部中国瀋陽プロジェクト長

滋野 善夫 執行役員
通運部長

執行役員
住宅物流営業本部長

白木 健一 執行役員
名古屋主管支店長
(兼)中部業務センター長

執行役員
百貨店物流担当
(兼)東京納品代行㈱ 代表取締役社長
（平成２３年５月２４日、
  東京納品代行㈱株主総会後）

大迫 友行 執行役員
住宅物流営業本部長

執行役員
ロジスティクス営業本部副本部長

米司 博 執行役員
ロジスティクス営業本部副本部長
（兼）ロジスティクス営業本部
　　　アパレル物流営業部長
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Ⅲ.人事について

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
人事部長
　（兼）人事グループ長
　（兼）労務グループ長

嘉永 良樹 人事部長
　（兼）人事グループ長
　（兼）労務グループ長

常務理事
生産管理本部生産管理部長

野村 康則 静岡東支店長
　（兼）富士センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
住宅物流営業本部
住宅物流第１営業部長
　(兼)SENKO LOGISTICS
　AUSTRALIA PTY  LTD代表取締役社長

松井 剛士 住宅物流営業本部
住宅物流第１営業部長
　(兼)SENKO LOGISTICS
　AUSTRALIA PTY  LTD代表取締役社長

常務理事
ロジスティクス営業本部　副本部長
　　（兼）関西営業部長

河野 誠司 ロジスティクス営業本部
関西営業部長

常務理事
埼玉主管支店長

大越 昇 埼玉主管支店副主管支店長
　（兼）センコー住宅物流㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
岡山主管支店長

河合 利広 岡山支店長

常務理事
国際物流事業本部　副本部長
　（兼）国際物流事業部長
　（兼）カザフスタン事業部長

内本 隆造 神奈川支店長

常務理事
（出）東京納品代行㈱
　　　　　専務取締役
（平成２３年５月２４日、
  東京納品代行㈱株主総会後）

上中 正敦 経営管理部長
(兼)経営管理グループ長
(兼)財務経理グループ長

常務理事
（出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　　　代表取締役社長

中嶋 克樹 （出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　代表取締役社長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
ケミカル物流営業本部副本部長
　（兼）ケミカル物流第１営業部長

川崎 寛治 常務理事
ケミカル物流営業本部
ケミカル物流第１営業部長

常務理事
静岡主管支店長

前田 龍宏 常務理事
関東住宅支店長

常務理事
名古屋主管支店長

池辺 武雄 常務理事
ロジスティクス営業本部
中部営業部長

常務理事
（復）九州主管支店長
　（兼）九州業務センター長
　（兼）福岡センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

後藤 　邦彦 常務理事
（出）南九州センコー㈱
　　　代表取締役社長
（兼）福岡センコー運輸㈱
　　代表取締役社長

常務理事
（復）通運部長

小笠原 雅明 常務理事
（出）東京納品代行㈱
　　　専務取締役
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

埼玉北支店長 田中 　　正志 埼玉主管支店

安全環境管理部
環境推進グループ長

伊藤 　　隆巳 安全環境管理部

ロジスティクス営業本部
アパレル物流営業部長

大草 　　久 ロジスティクス営業本部
アパレル物流営業部

関東主管支店副支店長 渡部 　　正樹 関東住宅支店

埼玉主管支店副支店長 丸山 和晃 埼玉主管支店

南関東業務センター長 鈴木 裕二 南関東業務センター

中部業務センター長 舛元 　　健了 中部業務センター

（出）センコー住宅物流㈱
　　　代表取締役社長

杉田 　　秀一 （出）センコー住宅物流㈱
　　　取締役

（出）富士センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長

大島 　　満 岡山支店

（出）三重センコーロジ㈱
　　　代表取締役社長

浪平 　　和明 通運部

（出）センコーメディカルロジスティクス㈱
　　　代表取締役社長

一丁田 　　誠 事業開発本部
　（兼）センコーメディカルロジスティクス㈱
　　　代表取締役社長

（出）ロジ・ソリューション㈱
　　3PL流通事業第1担当部長

小林 　　伸 ロジスティクス営業本部
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

関東業務センター長 吉村 　伸三 総務部
法務グループ長

神奈川支店長 杉本 　健司 神奈川支店副支店長

（復）関西業務センター長 松岡 　弘樹 (出)中四国ロジスティクス㈱
　　　専務取締役

北九州支店長 富永 繁 九州主管支店副支店長

総務部
法務グループ長

竹谷 聡 関西業務ｾﾝﾀｰ長

経営管理部長
　（兼）経営管理グループ長
　（兼）財務経理グループ長

小久保 悟 経営管理部
関係会社管理グループ長

安全環境管理部
健康推進グループ長

伊藤 　　明範 住宅物流営業本部長付

生産管理本部
事業開発部長

浦野 　　雅夫 事業開発本部
事業企画担当部長

生産管理本部
事業開発部
ファーム事業グループ長
　（兼）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　  代表取締役社長

井上 　　毅 事業開発本部
人材ビジネス担当部長
　　（兼）Ｓ-TAFF㈱
　　　　　代表取締役社長
　　（兼）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　  代表取締役社長

ロジスティクス営業本部
関東営業部引越担当部長

金子 　　弘行 事業開発本部
引越推進担当部長

ロジスティクス営業本部
中部営業部長

上村 　　和夫 ロジスティクス営業本部長付

三重支店長 伊藤 　　裕之 三重支店長
　（兼）三重センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

岡山業務センター長 野口 　　広己 埼玉主管支店副支店長

広島支店長
　（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　　　代表取締役社長

新田 　　浩隆 広島支店長

南九州支店長
　（兼）南九州センコー㈱
　　　　代表取締役社長

岡田 　　幸三 南九州支店長

（出）センコー商事㈱
　　　取締役

横山 　　隆一 （出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　代表取締役社長

（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　代表取締役社長

篠原 　　信治 安全環境管理部長

（出）Ｓ-ＴＡＦＦ㈱
　　　代表取締役社長

上村 　　祐司 山口支店長
　（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長
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新役職名 氏 名 旧役職名

ロジスティクス営業本部
関東営業部　航空・KYN担当部長付部長

粥川 　元夫 事業開発本部
航空・KYN営業担当部長付部長

安全環境管理部
北関東ＣＳ・安全担当部長

岡部 　忠温 関東ＣＳ・安全担当部長

安全環境管理部
南関東ＣＳ・安全担当部長

安藤 　里己 関東ＣＳ・安全担当部長

安全環境管理部
中部・関西ＣＳ・安全担当部長

前田 　一廣 中部ＣＳ・安全担当部長

安全環境管理部
岡山・九州ＣＳ・安全担当部長

岡元 　達徳 北九州支店長

ロジスティクス営業本部
関東営業部　航空・KYN担当部長

田中 　　盛樹 事業開発本部
航空・KYN営業担当部長

ロジスティクス営業本部
国際物流営業部　関西担当部長

廣瀬 　　孝良 国際物流事業本部
国際物流事業部長

千葉支店長 中村 哲也 千葉支店長
　（兼）千葉センコー運輸整備㈱
　　　　　　代表取締役社長

千葉センコー運輸整備㈱
　　代表取締役社長

川端 　治 センコーエーラインアマノ㈱
　　代表取締役会長

南大阪センコー運輸整備㈱
　　代表取締役社長

寺下 一志 大阪センコー運輸整備㈱

以上
（　問合せ先　）

セ 　ン 　コ 　ー 　株 　式 　会　 社

総 務 部 長　　鷲　田　正　己
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