
　平成３０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㈱　平成３０年４月１日付機構改正について

　１．センコーグループＨＤ機構について

(1) 『ＩＴ・人事教育担当』の名称変更

・

(2) 『総務部』の設置

・

(3) 『外国人就労支援室』の設置

・

(4) 『中国事務所』の発展的解消

・ 『中国事務所』はセンコー㈱国際物流事業本部へ業務を移管し、発展的に解消する。

『外国人就労支援室』を設置し、外国人就労の更なる積極的支援を図る。また、経営戦略室『外国
人就労支援準備室』は発展的に解消する。

記

『ＩＴ・人事教育担当』は担務する人事事項を、新設する『総務部』に移管し、『ＩＴ・教育担当』に名称
変更する。

新たに『総務部』を設置し、センコーグループＨＤ内の「総務・人事事項」、事業グループ間の「人事
事項」、グループ全体の「農業関連事業」の統括管理、並びに潮見SIFビルのビル管理業務を担務
する。
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　２．グループ会社について

(1) 『センコー汽船㈱』の設立、及び『センコー㈱海運部』の事業分割承継

・

(2) 『センコー不動産㈱』の設立

・

　３．プロジェクト体制について

(1) 『ＡＩ化プロジェクト』の設置

・

(2) 『ロボティクスプロジェクト』の設置

・

『センコー㈱海運部』の海運事業等を、新たに設立する『センコー汽船㈱』に分割承継し、『センコー
㈱海運部』は発展的に解消する。新会社設立により、『日本マリン㈱』『栄吉海運㈱』をはじめとする
海運事業系グループ会社との船舶持ち合いなどで協力体制を強化し、積極的な業際市場の開拓と
販路拡大、及び効率化を推進する。

『センコー・リアルエステート㈱』と『センコー・ファシリティーズ㈱』を合併し、『センコー不動産㈱』を設
立する。両社合併による不動産取引・開発、建築コンサル、施設管理のワンストップサービス提供
で、販路拡大及び効率化を推進する。

ＡＩの自動配車システムへの活用など、急速に進歩しているＡＩ技術を、事業に最大限活用し、少人
化への対応や新商品の研究開発を推進する『ＡＩ化プロジェクト』を設置する。

倉庫内作業のロボット化や事務作業の業務自動化などのロボット化を進め、労働者不足に対応する
為の労働環境対策、生産性や品質の向上に向けた研究開発などを推進する『ロボティクスプロジェ
クト』を設置する。
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Ⅱ.センコー㈱　平成３０年4月1日付機構改正について

　１．本社機構について

(1) 『営業統括担当』の設置

・

・ 『営業統括担当』の設置により、『３ＰＬ事業担当』は発展的に解消する。

(2) ＡＳＥＡＮエリア事業の一元化

・

(3) ロジスティクス営業本部『韓国事業推進室』の移管

・

　２．支店機構について

(1) 『東北業務センター』の設置

・

　

(2) 『東九州車輌支店』の設置

・

(3) 国際物流事業本部『グローバル開拓担当』の設置

・

『東九州主管支店』から延岡地区の自動車運送事業を切り出し、東九州エリアにおける配車集中化
などで九州の自動車事業の更なる深耕、発展を目指す『東九州車輌支店』を設置する。

国際物流事業本部内に『グローバル開拓担当』を設置し、米国・欧州・中国・インドなどの、グローバ
ル情報を各営業部門と共有し、既存事業の拡大並びに新顧客獲得を図る。

『東北業務センター』を設置し、東北エリア全域の商圏拡大に向け、東北地区の管理機能の強化を
図り、併せて効率化も推進する。
『東北業務センター』は『東北主管支店』『仙台北支店』『福島支店』の３支店を管轄する。

住宅物流営業本部』『ケミカル物流営業本部』『ロジスティクス営業本部』の全営業部を統括する『営
業統括担当』を新たに設置し、営業情報の集中化と顧客対応の迅速化、並びにグループ全体での
商圏拡大を図る。

『住宅物流営業本部』にて担務していたオーストラリア地区、ベトナム地区の海外事業を国際物流
事業本部『ＡＳＥＡＮエリア事業担当』に移管し、エリアの情報一元化並びに管理体制強化を図る。

ロジスティクス営業本部『韓国事業推進室』は国際物流事業本部に移管し、『韓国エリア事業担当』
へ名称変更する。
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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

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

川瀬 由洋 取締役常務執行役員
ＩＴ・人事教育担当
（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

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

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・ファシリティーズ㈱
　　　　代表取締役社長

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

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

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
総務部長
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　　　代表取締役社長

瑠璃垣 潔 執行役員
ＩＴ・人事教育担当付
（兼）センコーユニバーシティ担当
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　　　代表取締役社長

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

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
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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

《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
広報室長

吉村 伸三 広報室長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
不動産事業部長

霜村 裕 常務理事
不動産事業部長
（兼）センコー・リアルエステート㈱
　　　　専務取締役

常務理事
経営戦略室長

新田 浩隆 常務理事
センコー㈱　常務理事
経営管理本部　経営管理部長
（兼）関係会社管理グループ長

常務理事
役員付部長

横田 秀満 常務理事
中国事務所長
（兼）センコー㈱　常務理事
　　　　国際物流事業本部
　　　　中国エリア事業担当
　　　　（兼）中国華東華南香港エリア
　　　　　　　事業担当部長

常務理事
センコーユニバーシティ担当部長

森本 康司 常務理事
人材教育部　教育担当
（兼）センコーユニバーシティ担当
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーユニバーシティ　副部長 南里 健太郎 人材教育部

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

外国人就労支援室長 菅野 祐一 経営戦略室
外国人就労支援準備室　担当部長

監査室長
（兼）センコー㈱
　　　監査室長

松岡 弘樹 監査室長
（兼）内部統制グループ長
（兼）センコー㈱
　　　監査室長

監査室
内部統制グループ長

野村 利彦 センコー㈱
国際物流事業本部
企画管理部長

ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）SENKO GLOBAL LOGISTICS
　　　(THAILAND) CO.,LTD
　　　　代表取締役社長
（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

渡部 正樹 ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）SENKO GLOBAL LOGISTICS
　　　(THAILAND) CO.,LTD
　　　　代表取締役社長
（兼）SENKO LOGISTICS DISTRIBUTION
　　　(THAILAND) CO., LTD.
　　　　代表取締役社長

農業ビジネス事業推進部長 藤森 正三 農業ビジネス事業推進部長
（兼）センコーアグリ㈱
　　　　代表取締役社長

6



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
（兼）ロジスティクス営業本部長

嘉永 良樹 取締役常務執行役員
３ＰＬ事業担当
（兼）ロジスティクス営業本部長

《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

執行役員
京滋主管支店長

野村 康則 常務理事
京滋主管支店長

執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）住宅物流営業開発部長

吉田 聡 常務理事
住宅物流営業本部　副本部長
（兼）住宅物流営業開発部長
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

専務執行役員
営業統括担当付
住宅物流営業担当

村上 和正 専務執行役員
住宅物流営業担当
（兼）センコー・リアルエステート㈱
　　　　代表取締役社長

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

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
（兼）中部業務センター長

執行役員
東九州主管支店長
（兼）宮崎センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

古屋敷 芳弘 執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）Ｓｅｎｋｏ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ.

　　　 代表取締役社長

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

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

（退任）執行役員
センコーアグリ㈱
　代表取締役社長

是沢 可人 執行役員
東九州主管支店長
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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
ロジ・ソリューション㈱
　取締役
　　住宅・建材コンサル事業担当部長

新立 俊之 ロジ・ソリューション㈱
　取締役
　　住宅・建材コンサル事業担当部長

常務理事
ロジ・ソリューション㈱
　取締役
　　流通コンサル事業担当部長

戸井田 修 ロジ・ソリューション㈱
　取締役
　　流通コンサル事業担当部長

常務理事
国際物流事業本部
中国エリア事業担当
（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

岡田 久米男 国際物流事業本部
中国エリア事業担当
中国東北華北エリア事業担当部長

《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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
（兼）グローバル開拓担当部長

髙玉 正明 センコーグループホールディングス㈱
常務理事
ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）センコー㈱　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
（兼）SMI-SENKO LOGISTICS PTE., LTD

　　　　代表取締役社長

常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長

田中 正志 常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長
（兼）福島支店長

常務理事
厚木支店長

髭 幸治 常務理事
厚木支店長
（兼）厚木センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長
（兼）西関東センコーロジ㈱
　　　　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・アセットマネジメント㈱
　代表取締役社長

横山 隆一 常務理事
センコー商事㈱
　常務取締役

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
（兼）センコー・プライベートリート投資法人
　　　　執行役員

久保 潤 常務理事
センコー・アセットマネジメント㈱
　代表取締役社長
（兼）センコー・プライベートリート投資法人
　　　　執行役員

常務理事
センコー汽船㈱
　代表取締役社長

山田 音弥 常務理事
海運部長

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

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

常務理事
国際物流事業本部
貿易部長
（兼）化学品・電子材料貿易グループ長
（兼）商流物流一体化ビジネスグループ長

増田 和紀 常務理事
国際物流事業本部
貿易部長
（兼）化学品・電子材料貿易グループ長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部　副部長

木下 眞志 住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部

住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

片元 隆夫 住宅物流営業本部
住設・建材営業部

ロジスティクス営業本部
ＳＣＭ担当部長

赤堀 裕 ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流第１営業部
副部長

ロジスティクス営業本部
関東営業部　副部長

宮本 昌幸 ロジスティクス営業本部
関東営業部

東北業務センター長 伊藤 正富 東北主管支店
企画管理課長

埼玉北支店
副支店長

大塚 隆司 埼玉北支店
加須ＰＤセンター長

東九州車輌支店長 殿村 英彦 東九州主管支店
車輌営業所長

センコーエーラインアマノ㈱
　常務取締役

黒木 政暢 センコーエーラインアマノ㈱
　取締役

アクロストランスポート㈱
　常務取締役

溝上 申治 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

関越センコーロジ㈱
　代表取締役社長

山口 猛 阪神支店
西神戸ＰＤセンター長

厚木センコー運輸㈱
　代表取締役社長

〆木 規行 厚木センコー運輸㈱
　取締役
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

西関東センコーロジ㈱
　代表取締役社長

福田 義秀 千葉支店
千葉物流センター長

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

益田 真 住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流第２営業部長

山根 資久 東京納品代行㈱
　取締役

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

荒木 久智 ロジスティクス営業本部
関西営業部　副部長

福島支店長 小野里 勲 関越センコーロジ㈱
　代表取締役社長

中部業務センター長 宮地 則彦 小牧支店長

小牧支店長 山本 康隆 三重支店長
（兼）三重センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

三重支店長
（兼）三重センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

山本 和久 住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

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

富永 繁 北九州支店長

国際物流事業本部
グローバル開拓担当部長

美淋 浩由 国際物流事業本部
貿易部
商流物流一体化ビジネスグループ長
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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
グローバル開拓担当部長

尾崎 重光 センコーグループホールディングス㈱
監査室長付部長
東京駐在

国際物流事業本部
ＡＳＥＡＮエリア事業担当付部長
（兼）SENKO　Distribution Service (Vietnam) Co.,Ltd.

　　　　代表取締役社長

山本 博司 センコーグループホールディングス㈱
経営戦略室
物流経営研究所　担当部長
（兼）SENKO　Distribution Service (Vietnam) Co.,Ltd.

　　　　代表取締役社長

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

藤原 昭喜 ロジスティクス営業本部
韓国事業推進室　担当部長
（兼）NH-SENKO Logistics Co.,Ltd.
　　　　代表取締役社長

国際物流事業本部
企画管理部長

山本 宏 経営管理本部
経営管理部
財務経理グループ長

ロジ・ソリューション㈱
　社長付担当部長

引間 透 ロジスティクス営業本部
チェーンストア物流第２営業部長

福岡センコー運輸㈱
　代表取締役社長

水上 博喜 九州主管支店
副支店長
（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

以上

（　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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