
　２０１９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.センコーグループホールディングス㈱　２０１９年４月１日付機構改正について

　１．センコーグループホールディングス㈱の担当役員について

(1) 『海運事業担当』の設置

・

(2) 『財務担当』の設置

・

(3) 『商事事業担当』を『商事貿易事業担当』に名称変更

・

・

(4) 『国際事業担当』の発展的解消

・ 『国際事業担当』を『物流事業担当』に統合し、発展的に解消する。

(5) 『ＩＴ・教育担当』の発展的解消

・

(6) 『不動産事業担当』の発展的解消

・

(7) 『経営戦略担当』の発展的解消

・

2019年3月8日
各　　位

東京都江東区潮見二丁目８番１０号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センコーグループホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コード番号　９０６９）

商事事業担当付『北海道営業担当』の業務をセンコー㈱札幌支店へ移管し、発展的に解消する。

センコーグループの資本政策・資金調達を一元的に統括するため、新たに『財務担当』を設置する。

国内における商事販売を中心として展開してきた商事事業を、商流・物流一体化ビジネスも含む広範な
国際貿易事業に発展させるため、『商事事業担当』を『商事貿易事業担当』に名称変更する。

機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

記

センコー汽船㈱、日本マリン㈱、栄吉海運㈱を中心とするセンコーグループの海運事業各社を統括する
ことで海運事業のさらなる売上拡大を図るため、新たに『海運事業担当』を設置する。

『ＩＴ・教育担当』の管轄する事項のうち、ＩＴ業務については新たに設置する『経営戦略本部』へ、教育
業務については新たに設置する『管理本部』へそれぞれ移管し、発展的に解消する。

『不動産事業担当』の管轄する事項は『ビジネスサポート事業推進本部』へ移管し、発展的に解消する。

『経営戦略担当』の管轄する事項は新たに設置する『経営戦略本部』へ移管し、発展的に解消する。

1



　２．センコーグループホールディングス㈱の各部機構について

(1) 『経営戦略本部』の設置

・

・

・

・

・

・

(2) 『管理本部』の設置

・

・

・

・

・

(3) 経営戦略室『財務経理グループ』を『財務部』に名称変更

・

(4) 『ライフサポート事業推進本部』について

・

・

・

新たに『フードサービス事業推進部』を設置し、食を中心として人々の生活を支える事業の構築を推進
する。

農業事業とライフサポート事業のシナジーを早期に発現するため、『農業ビジネス事業推進部』を『ライフ
サポート事業推進本部』の管轄とする。なお、農業ビジネス事業推進部の管轄する『事業企画室』と『ベ
ジファクトリ事業推進室』を『農業ビジネス事業推進部』に統合し、発展的に解消する。

『プランニング事業推進部』を『事業運営推進部』に名称変更し、ライフサポート事業グループ各社の競
争力強化・海外進出・新規出店等を支援し、シナジー効果の創出を図る。

人材教育部は『センコーユニバーシティ』を管轄する。

センコーグループの資本政策・資金調達を一元的に統括するため、経営戦略室の管轄する『財務経理
グループ』を『財務部』に名称変更する。なお、総務部が担務している証券会社窓口業務を財務部へ移
管する。

総務部の人事機能を切り出し、センコーグループ全体の人事機能を担う『人事部』を新たに設置する。
人事部は、（仮称）西初石研修センターの開設準備を担務する。なお、『外国人就労支援室』を『外国人
就労支援担当』に名称変更し、人事部がこれを管轄する。

新たに『経営戦略本部』を設置し、センコーグループ全体の経営戦略の企画・立案・実行を統括する。

経営戦略本部は、『経営戦略室』、『ＩＴ推進部』、『事業開発部』、『経営研究所』を管轄する。

ＩＴ推進部は、変化の激しい情報化社会にマッチしたセンコーグループ全体の情報化戦略策定を行う。

『事業開発グループ』を『事業開発部』に名称変更し、新規事業の開発と軌道化を推進する。

『物流経営研究所』を『経営研究所』に名称変更し、物流事業のみならずセンコーグループ全体のマー
ケティング・地域戦略・新技術の開発等の研究強化を図る。

管理本部は、『総務部』、『人事部』、『人材教育部』、『健康推進部』を管轄する。

総務部にセンコーグループ全体の危機管理・購買検証機能等を担う『総務グループ』及び、センコーグ
ループ全体のコンプライアンス・法務機能を担う『法務グループ』を設置する。なお、監査室が担務して
いる許認可・業法関係業務を法務グループに移管する。

新たに『管理本部』を設置し、ホールディングスの人事・総務機能を充実・強化することにより、センコー
グループ全体のガバナンスの強化及びリスクマネジメントの充実を図る。

経営戦略室にＭ＆Ａの検討や経営戦略・経営計画の立案等を担う『企画グループ』と、センコーグルー
プ全体の計数管理や統計データの分析、中期経営計画のローリング等を担う『管理グループ』を設置
する。
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(5) 『ビジネスサポート事業推進本部』について

・

　３．グループ会社について

(1) 三協物流荷役㈱等の『物流事業グループ』への移管

・

(2) 『農業事業グループ』の『ライフサポート事業グループ』への統合

・

不動産事業とビジネスサポート事業のシナジー効果創出のため、『不動産事業部』を『ビジネスサポート
事業推進本部』の管轄とする。

『農業事業グループ』に分類していた３社について、農業ビジネス事業推進部のライフサポート事業推進
本部への移管と合わせ『ライフサポート事業グループ』に統合する。

『商事事業グループ』において農作物の物流・荷役作業を業務とする『三協物流荷役㈱』等３社につい
て、北海道内のグループ会社間の連携強化と物流効率化を図るため、『物流事業グループ』へ移管
する。
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Ⅱ.センコー㈱　２０１９年４月１日付機構改正について

　１．本社機構について

(1) 管理機構について

 １） 『経営管理担当』の設置

・

 ２） 『海運・通運担当』の発展的解消

・

 ３） 総務部『法務グループ』の移管

・

 ４） 経営管理部『財務経理グループ』の名称変更

・

(2) 営業機構について

 １） 『事業政策推進本部』の設置

・

・

・

・

 ２） 『住宅物流営業開発部』の発展的解消

・ 住宅物流営業本部の管轄する『住宅物流営業開発部』の業務を『住設・建材営業部』に統合し、発展的
に解消する。

事業政策推進本部は、『自動車事業推進部』、『倉庫事業推進部』、『通運事業推進部』、『車輌購買・
整備事業推進部』を管轄する。

経営管理部の管轄する『財務経理グループ』について、センコーグループの資本政策・資金調達を一元
的に統括するため財務機能をホールディングス財務部へ移管し、『経理グループ』へ名称変更する。

経営管理本部の管轄であった『自動車事業管理部』、『倉庫事業管理部』、『通運事業管理部』の各部
は、新規事業開発・研究開発・営業支援を推進することを明確化する観点から、事業政策推進本部へ
の移管に合わせそれぞれ『自動車事業推進部』、『倉庫事業推進部』、『通運事業推進部』に名称変更
する。なお、『自動車事業推進部』は域内配送ネットの拡大、軽貨物運送事業への進出を担務する。

新たに『車輌購買・整備事業推進部』を設置し、トラック・フォークリフト等の仕様統一・集中購買・機能高
度化を図るとともに、自動車整備事業・自動車保険を統括することにより、事業競争力強化を図る。

物流事業会社としての収支管理機能強化のため、『経営管理本部』を発展的に解消し、『経営管理担
当』を設置する。

総務部の管轄する『法務グループ』について、センコーグループ全体の法務機能の強化を図るため、
ホールディングス総務部へ移管する。

『海運・通運担当』の管轄する事項のうち、海運事業についてはセンコーグループ全体で海運事業の拡
大・強化を図る観点からホールディングスの『海運事業担当』へ、通運事業については新たに設置する
『事業政策推進本部』へそれぞれ移管し、発展的に解消する。

新たに『事業政策推進本部』を設置し、自動車事業・倉庫事業・通運事業等の各事業の成長を牽引す
る事業政策の企画・立案機能を強化することにより、各営業本部の営業力強化を図る。
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　２．支店機構について

(1) 『札幌支店』の設置

・

(2) 『茨城支店』の設置

・

(3) 『静岡支店』の移管

・

(4) 国際物流事業本部について

・

・

・

・

北米エリア事業担当の管轄下に『メキシコ地区担当』を設置する。

中国エリア事業担当の管轄下にあった『中国東北華北エリア事業担当』、『中国華東華南香港エリア事
業担当』、『上海地区担当』を『中国エリア事業担当』に統合し、発展的に解消する。

『国際複合輸送・通関事業部』を『国際フォワーディング・通関事業部』に名称変更する。

『札幌主管支店』と『札幌南支店』を統合し、『札幌支店』に名称変更する。なお、札幌支店は東北主管
支店の管轄とする。

新たに『グローバル戦略部』を設置し、世界的ネットワークの構築、未進出地域の開拓を図る。なお、『グ
ローバル開拓担当』はグローバル戦略部に移管し、発展的に解消する。

『北関東主管支店』と『茨城住宅支店』を統合し、『茨城支店』に名称変更する。なお、茨城支店は関東
主管支店の管轄とする。

『静岡支店』を名古屋主管支店の管轄から、東京主管支店の管轄へ移管する。
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Ⅲ.センコーグループホールディングス㈱の役員人事について

《取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

代表取締役社長
（兼）物流事業担当
（兼）センコー㈱
　　　　代表取締役社長

福田 泰久 代表取締役社長
（兼）物流事業担当
（兼）国際事業担当
（兼）ビジネスサポート事業推進本部長
（兼）センコー㈱
　　　　代表取締役社長

取締役常務執行役員
ビジネスサポート事業推進本部長

佐々木 信郎 取締役常務執行役員
広報・ＩＲ担当
（兼）不動産事業担当
（兼）センコー不動産㈱
　　　　代表取締役社長

取締役常務執行役員
財務担当
（兼）センコー㈱
　　　　取締役常務執行役員
　　　　　経営管理担当

上中 正敦 取締役常務執行役員
経営戦略担当
（兼）センコー㈱
　　　　取締役常務執行役員
　　　　　経営管理本部長

取締役
海運事業担当
（※6月26日株主総会終了後就任予定）

（兼）センコー汽船㈱
　　　　取締役会長
（兼）日本マリン㈱
　　　　取締役会長

谷口 玲 センコー㈱
取締役副社長執行役員
海運・通運担当
（兼）安全品質環境担当

取締役
商事貿易事業担当
（※6月26日株主総会終了後就任予定）

（兼）センコー商事㈱
　　　　代表取締役社長

米司 博 センコー㈱
取締役
（兼）センコー商事㈱
　　　　代表取締役社長
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《取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

（退任）取締役
（※6月26日株主総会終了後退任予定）

㈱丸藤
　 代表取締役社長
（兼）㈱オバタ
　　　　 代表取締役社長

手塚 武與 取締役
商事事業担当
（兼）センコー商事㈱　取締役会長
（兼）㈱丸藤　代表取締役社長
（兼）㈱オバタ　代表取締役社長

（退任）取締役
（※6月26日株主総会終了後退任予定）

センコークリエイティブマネジメント㈱
取締役会長

田中 健悟 取締役

（退任）取締役常務執行役員
（※6月26日株主総会終了後退任予定）

センコー情報システム㈱
取締役会長

川瀬 由洋 取締役常務執行役員
ＩＴ・教育担当
（兼）センコー情報システム㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）センコー健康保険組合　理事長

《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
経営戦略本部長

村尾 進一 センコー㈱
執行役員
札幌主管支店長
（兼）札幌南支店長

常務執行役員
ＡＳＥＡＮエリア事務所長
（兼）センコー㈱　常務執行役員
　　　 国際物流事業本部
　　　 ＡＳＥＡＮエリア事業担当
（兼）SENKO　(TＨＡＩＬＡＮＤ)　Co., Ltd.
　　　　代表取締役社長
（兼）SMI-SENKO LOGISTICS PTE., LTD
　　　　代表取締役社長

大野 茂 執行役員
ＡＳＥＡＮエリア事務所長
（兼）センコー㈱　執行役員
　　　 国際物流事業本部
　　　 ＡＳＥＡＮエリア事業担当
（兼）SENKO　(TＨＡＩＬＡＮＤ)　Co., Ltd.
　　　　代表取締役社長
（兼）SMI-SENKO LOGISTICS PTE., LTD
　　　　代表取締役社長

常務執行役員
管理本部長
（兼）総務部長
（兼）総務グループ長
（兼）センコー健康保険組合　理事長

竹谷 聡 センコー㈱
執行役員
総務部長
（兼）法務グループ長

執行役員
広報・ＩＲ担当

小久保 悟 センコー㈱
常務理事
広島支店長
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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
ライフサポート事業推進本部
事業企画室長

増田 康裕 常務理事
ライフサポート事業推進本部
事業企画室長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
ビジネスサポート事業推進本部　副本部長
（兼）センコー不動産㈱
　　　代表取締役社長

篠原 信治 センコー㈱
執行役員
東京主管支店長

（退任）執行役員
管理本部
人事部長

瑠璃垣 潔 執行役員
総務部長
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　　　代表取締役社長

（退任）執行役員
経営戦略本部長付部長

髙見澤 博之 執行役員
センコー㈱
国際物流事業本部　副本部長
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Ⅳ.センコーグループホールディングス㈱の人事について

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
経営戦略本部
経営戦略室長
（兼）管理グループ長

新田 浩隆 常務理事
経営戦略室長

常務理事
財務部長
（兼）ビジネスサポート事業推進本部
　　　 企画管理部長

高畠 勇二 常務理事
経営戦略室
財務経理グループ長
（兼）ビジネスサポート事業推進本部
　　　 企画管理部長

センコーユニバーシティ顧問 森本 康司 常務理事
センコーユニバーシティ担当部長

《関係会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

　２０１９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。

センコーアグリ㈱
代表取締役社長
（兼）サムライファーム西都㈱
　　　　代表取締役社長

是沢 可人 センコーアグリ㈱
代表取締役社長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部
経営戦略室
企画グループ長

森田 隆志 経営戦略室

管理本部
人材教育部
センコーユニバーシティ担当部長

南里 健太郎 センコーユニバーシティ副部長

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

経営戦略本部長付部長 吉田 聡 センコー㈱
営業統括担当付部長

経営戦略本部
事業開発部長

初村 美宏 経営戦略室
事業開発グループ長
（兼）サムライファーム西都㈱
　　　　代表取締役社長

　２０１９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。

経営戦略本部
経営研究所長付部長

濱口 三佐夫 ロジ・ソリューション㈱
ＩＴ担当部長

管理本部
総務部長付部長

櫻井 昭二 センコー㈱
総務部長付部長

管理本部
総務部
法務グループ長

越智 昭彦 センコー㈱
総務部
法務グループ長付部長

管理本部
人事部
外国人就労支援担当部長

菅野 祐一 外国人就労支援室長

管理本部
健康推進部長

古屋 浩一 センコー㈱
経営管理本部
倉庫事業管理部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

監査室長付部長 宮永 健一郎 経営戦略室
健康推進部長

ＡＳＥＡＮエリア事務所副所長
（兼）Skylift Consolidator (Pte) Ltd.
　　　　代表取締役社長
（兼）Skylift Districentre(Pte) Ltd.
　　　　代表取締役社長

村越 政秋 ＡＳＥＡＮエリア事務所副所長
（兼）Skylift Consolidator (Pte) Ltd.
　　　　副社長
（兼）Skylift Districentre(Pte) Ltd.
　　　　副社長

ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）Best Global Logistics Co., Ltd.
　　　副社長

美淋 浩由 ＡＳＥＡＮエリア事務所
インドネシア駐在員事務所長
（兼）Best Global Logistics Co., Ltd.
　　　副社長

ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）インドネシア駐在員事務所長

山本 博司 センコー㈱
国際物流事業本部
ＡＳＥＡＮエリア事業担当付部長
（兼）M-Senko Logistics Co., Ltd.
　　　　　代表取締役社長

ライフサポート事業推進本部
リビングサービス事業推進部長
（兼）㈱センコーリビングプラザ
　　　　　代表取締役社長

沓内 哲二 センコー商事㈱
取締役　商事・ＩＴ事業部長

ライフサポート事業推進本部
フードサービス事業推進部長
（兼）センコーフーズ㈱
　　　　代表取締役社長

浦野 雅夫 ライフサポート事業推進本部長付部長
（兼）センコーフーズ㈱
　　　　代表取締役社長

ビジネスサポート事業推進本部
不動産事業部長付部長

多田 政美 不動産事業担当付部長
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Ⅴ.センコー㈱の役員人事について

《取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

取締役副社長執行役員
営業統括担当

嘉永 良樹 取締役副社長執行役員
営業統括担当
（兼）ロジスティクス営業本部長
（兼）住宅物流営業本部長
（兼）住宅物流営業開発部長

取締役専務執行役員
東京主管支店長
（兼）東日本地区配送ネット構築担当

大越 昇 取締役常務執行役員
埼玉主管支店長
（兼）北関東主管支店長
（兼）域内配送ネット構築担当
（兼）東日本地区配送ネット構築担当
（兼）関東ブロック配送ネット構築担当

《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

　２０１９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。

専務執行役員
大阪主管支店長
（兼）西日本地区配送ネット構築担当

松井 剛士 常務執行役員
大阪主管支店長
（兼）近畿ブロック配送ネット構築担当

常務執行役員
ロジスティクス営業本部長

河合 利広 執行役員
ケミカル物流営業本部長

常務執行役員
関東主管支店長

伊藤 知彦 執行役員
関東主管支店長
（兼）関東業務センター長

常務執行役員
埼玉主管支店長

上村 和夫 執行役員
阪神支店長

常務執行役員
事業政策推進本部長
（兼）安全品質環境担当
（兼）域内配送ネット構築担当

杉本 健司 執行役員
センコーエーラインアマノ㈱
代表取締役社長
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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
ロジスティクス営業本部　副本部長
（兼）ファッション物流営業部長

小林 治彦 常務理事
ロジスティクス営業本部　副本部長

執行役員
住宅物流営業本部長

田中 正志 常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長

執行役員
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長

髭 幸治 常務理事
厚木支店長

執行役員
阪神支店長

田中 　聡 常務理事
大阪センコー運輸㈱
代表取締役社長

執行役員
京滋主管支店長

與倉 　克久 積水化学工業㈱
執行役員
高機能プラスチックスカンパニー
購買部長

執行役員
総務部長

山崎 　真人 旭化成㈱
購買・物流統括部長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
名古屋主管支店長
（兼）中部業務センター長

池辺 武雄 常務執行役員
名古屋主管支店長
（兼）中部ブロック配送ネット構築担当

執行役員
岡山主管支店長

室崎 行雄 執行役員
岡山主管支店長
（兼）西日本地区配送ネット構築担当
（兼）岡山センコー運輸㈱
　　　代表取締役社長
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
ケミカル物流営業本部長

河野 誠司 執行役員
ロジスティクス営業本部　副本部長

執行役員
東京納品代行㈱
 代表取締役社長
（兼）センコーファッション物流㈱
　　　　代表取締役社長

伊藤 裕之 執行役員
東京納品代行㈱
 代表取締役社長

執行役員
九州主管支店長

森口 嘉久 執行役員
九州主管支店長
（兼）九州ブロック配送ネット構築担当
（兼）九州業務センター長

執行役員
人事部長
（兼）採用グループ長

長友 孝司 執行役員
人事部長

執行役員
センコー情報システム㈱
　代表取締役社長

野村 康則 執行役員
京滋主管支店長

（退任）執行役員
関東主管支店長付顧問

川崎 寛治 執行役員
埼玉主管支店長付
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Ⅵ.センコー㈱の人事について

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
埼玉北支店長

藤井 辰巳 埼玉北支店長

常務理事
国際物流事業本部
韓国エリア事業担当部長
（兼）NH-SENKO Logistics Co.,Ltd.
　　　　代表取締役社長

藤原 昭喜 国際物流事業本部
韓国エリア事業担当部長
（兼）NH-SENKO Logistics Co.,Ltd.
　　　　代表取締役社長

常務理事
埼玉主管支店　副支店長
（兼）埼玉南センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

丸山 和晃 埼玉主管支店　副支店長
（兼）埼玉南センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
ケミカル物流営業本部
成形加工品物流営業部長

藤村 新志 ケミカル物流営業本部
成形加工品物流営業部長

常務理事
千葉支店長

中村 一男 千葉支店長
（兼）千葉センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
札幌支店長
（兼）北海道センコー㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）三協物流荷役㈱
　　　　代表取締役社長

小林 勝利 三協物流荷役㈱
 代表取締役社長
（兼）三協ロジスティクス㈱
　　　 代表取締役社長
（兼）十勝大正ＳＫファーム㈱
　　　 代表取締役社長

常務理事
阪神センコー運輸㈱
 代表取締役社長

渡辺 雅彦 阪神センコー運輸㈱
代表取締役社長
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
センコーエーラインアマノ㈱
 代表取締役社長

金嶋 知二 常務理事
ライフサポート事業推進本部
リビングサービス事業推進部長
（兼）㈱センコーリビングプラザ
　　　　　代表取締役社長

常務理事
事業政策推進本部
倉庫事業推進部長

大島 満 常務理事
静岡支店長
（兼）大東センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
厚木支店長

大草 久 常務理事
センコーファッション物流㈱
　代表取締役社長

常務理事
大阪センコー運輸㈱
　代表取締役社長

八巻 達也 常務理事
江坂運輸㈱　代表取締役社長
（兼）阪神運送㈱　代表取締役社長
（兼）東京納品代行㈱　取締役
（兼）東京納品代行西日本㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
経営管理部長
（兼）経理グループ長
（兼）関係会社管理グループ長

久保 潤 常務理事
経営管理本部
経営管理部長
（兼）財務経理グループ長
（兼）関係会社管理グループ長

常務理事
国際物流事業本部　副本部長
（兼）グローバル戦略部長

高橋 健二 常務理事
国際物流事業本部
国際複合輸送・通関事業部長

常務理事
国際物流事業本部
中国エリア事業担当部長
（兼）大連三興物流有限公司　総経理
（兼）青島扇拡物流有限公司　総経理
（兼）扇拡物流（上海）有限公司　総経理
（兼）上海扇拡国際貨運有限公司　総経理

岡田 久米男 常務理事
国際物流事業本部
中国エリア事業担当部長
（兼）中国東北華北エリア事業担当部長
（兼）中国華東華南香港エリア事業担当部長
（兼）大連三興物流有限公司　総経理
（兼）青島扇拡物流有限公司　総経理

常務理事
神奈川センコー運輸㈱
　代表取締役社長

内本 隆造 常務理事
国際物流事業本部
北米エリア事業担当部長
（兼）SENKO（ＵＳＡ）Inc.
　　　代表取締役社長

常務理事
三協物流荷役㈱
　取締役会長
（兼）三協ロジスティクス㈱
　　　 代表取締役社長
（兼）十勝大正ＳＫファーム㈱
　　　 代表取締役社長

鈴木 勉 常務理事
センコーグループホールディングス㈱
商事事業担当　北海道営業担当
（兼）三協物流荷役㈱
　　　　取締役会長
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
㈱クレフィール湖東
　　代表取締役社長

中嶋 克樹 常務理事
人事部
採用グループ長

常務理事
北九州支店長

中村 善彦 常務理事
中四国ロジスティクス㈱
　代表取締役社長

常務理事
国際物流事業本部
ロシア・中央アジアエリア事業担当部長
（兼）グローバル戦略部担当部長

髙玉 正明 常務理事
国際物流事業本部
ロシア・中央アジアエリア事業担当部長
（兼）グローバル開拓担当部長

《関係会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

北海道センコー㈱
　相談役

前田 龍宏 北海道センコー㈱
　代表取締役社長

関東センコー運輸㈱
　相談役

鶴留 和治 関東センコー運輸㈱
　代表取締役社長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部　副部長

大竹 宏徳 厚木支店
厚木ロジスティクスセンター長

ロジスティクス営業本部
関東営業部長

宮本 昌幸 ロジスティクス営業本部
関東営業部　副部長

広島支店　副支店長 桂 宏一 広島支店
広島ＰＤセンター長

東九州業務センター長 水川 広道 センコーグループホールディングス㈱
　ＡＳＥＡＮエリア事務所

国際物流事業本部
北米エリア事業担当　メキシコ地区担当部長
（兼）SENKO LOGISTICS MEXICO
      S.A.DE.C.V
　　　　代表取締役社長
（兼）Mexicana de Paqueteria
      Urgente,S.A.deC.V.
　　　　代表取締役社長

前田 寛文 国際物流事業本部
北米エリア事業担当　メキシコ地区担当
（兼）SENKO LOGISTICS MEXICO
      S.A.DE.C.V
　　　　代表取締役社長
（兼）Mexicana de Paqueteria
      Urgente,S.A.deC.V.
　　　　代表取締役社長

国際物流事業本部
国際フォワーディング・通関事業部長

原 淳 国際物流事業本部
ロシア・中央アジアエリア事業担当

国際物流事業本部
グローバル戦略部担当部長
（兼）ドイツ駐在員事務所長

森岡 哲也 国際物流事業本部
ドイツ駐在員事務所長

野田センコーロジサービス㈱
　代表取締役社長

楠木 隆 関東主管支店
流山ロジスティクスセンター長

柏センコー運輸㈱
　代表取締役社長
（兼）㈱プリティポーターズ
　　　　　代表取締役社長

千葉 正慶 柏支店
柏営業所長

埼玉センコーロジサービス㈱
　代表取締役社長

岡川 良久 ロジスティクス営業本部
関東営業部

三重センコーロジ㈱
　代表取締役社長

小木曽 敏行 三重支店
鈴鹿センター長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

京都センコー運輸㈱
　代表取締役社長

中川 和彦 南大阪支店
舞洲ＰＤセンター長

岡山センコー運輸㈱
　代表取締役社長

柳田 憲二 岡山主管支店
水島物流センター長

センコー汽船㈱
　専務取締役
（兼）SK　MARINE  S.A.
　　　　代表取締役社長

平原 晶昭 センコー汽船㈱
　ＲＯＲＯ船・フェリー輸送部長

ロジ・ソリューション㈱
生産システムコンサル事業部
住宅・建材コンサル部長

鍋田 貴秀 ロジ・ソリューション㈱

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

総務部
担当部長

臼井 竜也 総務部
総務グループ長

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
中国・九州ＣＳ・品質担当

富永 繁 北九州支店長
（兼）安全品質環境管理部
　　　　ＣＳ・品質管理グループ
　　　　中国・九州ＣＳ・品質担当

事業政策推進本部
自動車事業推進部長

平山 浩司 経営管理本部
自動車事業管理部
関東自動車管理部長

事業政策推進本部
車輌購買・整備事業推進部長

伊達 真一 経営管理本部
自動車事業管理部長

ロジスティクス営業本部
ＳＣＭ担当部長
関西担当

吉川 直宏 センコー商事㈱
　取締役　営業本部長

ロジスティクス営業本部長付部長 田中 久敬 ロジスティクス営業本部
関東営業部長

札幌支店　副支店長 小阪 英智 札幌主管支店　副支店長
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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 佐々木 貴之 関東主管支店　副支店長
（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　　　代表取締役社長

柏支店長 志方 昭友 柏支店長
（兼）柏センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）㈱プリティポーターズ
　　　　代表取締役社長

茨城支店長 浪平 和明 神奈川支店長
（兼）神奈川センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

神奈川支店長 西村 誠一 東京主管支店　副支店長

静岡支店長
（兼）大東センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

渡部 正樹 センコーグループホールディングス㈱
　ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）SENKO LOGISTICS DISTRIBUTION
(THAILAND)CO., LTD. 代表取締役社長
（兼）SENKO　LOGISTICS
(TＨＡＩＬＡNＤ)CO.,LTD. 代表取締役社長

名古屋主管支店　副支店長 宮地 則彦 中部業務センター長

京滋業務センター長 中村 哲 東九州業務センター長

南大阪支店長 辻田 和浩 京都センコー運輸㈱
　代表取締役社長

広島支店長
（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

椎原 真也 広島支店
副支店長
（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

九州業務センター長 村松 重孝 静岡支店　副支店長

国際物流事業本部
北米エリア事業担当部長
（兼）SENKO（ＵＳＡ）Inc.
　　　　代表取締役社長

宇津木 雅一 国際物流事業本部長付部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

国際物流事業本部
グローバル戦略部担当部長

尾崎 重光 国際物流事業本部長付
グローバル開拓担当部長

国際物流事業本部
グローバル戦略部担当部長

日向 朗 国際物流事業本部長付
グローバル開拓担当部長

関東センコー運輸㈱
　代表取締役社長

森田 裕嗣 埼玉センコーロジサービス㈱
　代表取締役社長

センコー住宅物流㈱
　代表取締役社長

渡辺 克久 茨城住宅支店長

千葉センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長

引間 透 ロジ・ソリューション㈱
　特命担当部長

滋賀センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長

雪竹 謙一 滋賀センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長
（兼）京滋主管支店　副支店長

南大阪センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長

寺下 一志 南大阪支店長
（兼）南大阪センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

宮崎センコーアポロ㈱
　代表取締役社長

田中 潤一 ケミカル物流営業本部長付部長

江坂運輸㈱
　代表取締役社長
（兼）阪神運送㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）東京納品代行西日本㈱
　　　　代表取締役社長

岡島 正記 ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部長

安全輸送㈱
　取締役

鈴木 裕二 センコーファッション物流㈱
　取締役　管理部長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

中四国ロジスティクス㈱
　代表取締役社長

吉岡 康成 ㈱ランテック
　　ＣＳＲ推進部長

センコー商事㈱
　取締役

佐藤 哲郎 京滋業務センター長

（　問合せ先　）

セ 　ン 　コ 　ー 　株 　式 　会　 社

 執 行 役 員　　総 務 部 長　　竹　谷　　聡

℡　０６（６４４０）５１５５
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