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商　事

物　流

ビジネス
サポート

ライフ
サポート

「提案力」「情報システム力」「グローバル展開力」「環境対応力」「品質力」

５つの力を強みとして、センコーは従来の枠組みを越え、

グローバルに多様な事業を展開してまいりました。

これからも幅広く、より質の高いサービスで

お客様に価値あるサービスをご提供します。

未来を動かすサービスや商品の創造に挑戦し、

真に豊かな暮らしを目指して、社会に貢献してまいります。
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センコーは、常に時代を先取りする変革と挑戦を続けながら、
2016年、創業100周年という大きな節目を迎えました。

次の100年に向け、グローバルに事業展開し、
事業領域の強化・拡大を図るとともに、物流の枠を超え、
流通全般に関わる情報をリアルタイムで収集・分析し、
ITを駆使したシステムと融合することで、人々の暮らしと産業を支える
最適な流通ソリューションを実現します。

人々の生活を支援する企業として

提案力

品質力
情報

システム力

環境
対応力

グローバル
展開力

5つの力

流通ロジスティクス
量販店、小売店、卸会社など、
さまざまな流通業界の物流を担っています。

住宅物流
長年培ったノウハウで、
住宅メーカー向け物流や住宅資材物流で
トップクラスの実績を誇ります。

ファッション物流
ファッション＆アパレル業界のニーズに最適な
物流システムを提供します。

ケミカル物流
化学品物流における品質と効率化を追求し、
ニーズに最適な対応をします。

5つの強みで
価値ある物流サービスを
ご提供します。
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独自の高度ITシステムでSCMの構築と全体最適を実現

センコーが培ってきた物流の実務ノウハウを基盤に、さまざまな
業界に精通したコンサルタントが、あらゆる分析手法を駆使しな
がらロジスティクス改革や物流改善を提案。豊富な実績で信頼
をいただいています。

物流現場の改善から、ロジスティクスの改革構想、SCMシス
テムの構築や包括的な物流受託提案（3PL）まで幅広く対応
するセンコーのコンサル
ティング。物流、情報、商
流を備えたセンコーなら
ではの「実行できる提案」
とその実現の支援を行い
ます。

情報システムを自社で開発・運用できることもセンコーの大きな強みです。業種や業態を越えて、グローバルSCMの展開まで、センコーの情報
システム力は最先端のロジスティクスを支えています。

インターネットを活用した独自のITソリューション「BCシステム」
急速に進化し続けるロジスティクスやSCM構築を強力にサポートするのがセンコー独自の「BC（ビジネスクラウド）システム」です。インター
ネット利用のため、グローバルSCM構築にも最適です。
調達・製造・輸送・販売の各プロセスで製品状況を把握、在庫管理や業務運営の効率化など、サプライチェーン全体の最適化が図れます。
日本語、英語、中国語などに対応した高度な情報システムをパッケージ化して、開発期間を短縮。クラウドシステムによる集中処理で運用費用
を大幅に削減し、物流改革を大幅にスピードアップします。
また、業界に先駆けたバックアップ体制で、災害時でも情報システムの継続利用を維持し、お客様の事業継続計画（BCP）構築に貢献します。

物流、情報、商流が一体となった最適なSCMを包括提案
センコーの強みのひとつがコンサルティングによる提案力です。「調達先」から「最終消費者」まで、お客様の事業活動における課題を的確に分析。
物流、情報システムだけでなく、商流分野にまで踏み込んで最適なサプライチェーンマネジメント（SCM）を提案します。

要望把握
お客様の課題やご要望をもとに検討範囲
を明確にします。

現状調査・診断
現場調査やインタビューなどを通し、現状を
より具体的に把握。ご要望の背景を理解
し、的確な課題抽出を行います。

ソリューション提案
お客様とのプロジェクトチームで検討しな
がら、最適ソリューションの基本計画・実行
計画を提案します。

実施調整 ご提案した計画に基づき、実施をサポート。
さらに実施後の調整までお手伝いします。

品質や生産性の向上、コストや在庫の削減、国際一貫物流などお客様の
さまざまな目的や課題に合わせて物流システムを提案しています。センコーは
豊富なノウハウで多様な業種・業態のあらゆる課題に最適なソリューションを
提供します。

情報システム
高度で確かな物流オペレーションにITを融合し、入出庫、保管、ピッキング、
流通加工といった物流工程から、調達、販売などの商流まで、サプライチェーン
を包括する情報システムを構築しています。

商流
物流システムに、商品の企画・調達・販売といった商流機能を加えることで、
より効率的なサプライチェーンの構築を提案。さらに、受注処理やコール
センター業務、決済代行などのサービスも提供しています。

物流

長年培った物流ノウハウによるコンサルティング トータルなソリューションを確実に実現

お客様に最適なサプライチェーンを提供する

■無線ＨＴ機能
■データ提供機能
■帳票編集機能
■音声ピッキング
■無人受付

受注発注

出荷・配送入荷
センコー
物流センター

情報提供系
■インターネット在庫検索システム
■レポーティングシステム
■サジェスティブオーダリングシステム

WMS※2
■無線管理システム
■作業管理システム
■多言語対応
■文字読込
■ウェアラブル対応
■マテハン機器連動

TMS※１
■配車計画システム
■インターネット貨物追跡システム
■運行管理システム
■インターネット求貨求車システム

発注情報
事前出荷
通知情報

入荷情報

物流情報 商品情報

ＢＣシステム

※１ ＴＭＳ ・・・・ 輸送管理システム（Transport Management System）輸送車両の最適配置、貨物の動態管理などを統括するシステム
※２ WMS ・・・ 物流倉庫管理システム（Warehouse Management System）入出庫から在庫最適化・可視化、倉庫内作業の管理などを網羅するシステム

ＷＧＣ（汎用倉庫クラウド）
ＷＣＣ（量販向け倉庫クラウド）

ＷAＣ（アパレル向け倉庫クラウド）

ＴＧＣ（汎用自動車クラウド）

Ｇ＆ＭＳ（国際物流・海運システム）
etc...

お届け先

荷主様

調達先
仕入先

提案力
1

サプライチェーンを統合管理する

ロジスティクス戦略の立案や見直しを第三者の立場からサポート。変化の
激しい時代において、最適な体制の構築や維持を支援します。

ロジスティクス戦略

ＴＣ（通貨型倉庫管理システム）

情報システム力
2
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国内外一貫物流では、海外工場での構内物流、商品の輸送、保
管・流通加工から通関、そして輸入後、日本国内での商品保管
や流通加工、各店舗への配送まで実施しています。特に海外に
検品センターを設置し、流通加工を現地で行うことで、効率化や
コスト削減に大きな効果をあげています。

日本と世界をシームレスに結ぶために、センコーグループでは
日本の主要7港に海上貨物部門を、東京にNVOCC（船舶を所
有しない貨物利用運送事業）部門を配置。AEO制度の認定通
関業者として、迅速な輸出入業務を実施しています。

検品・流通加工まで海外対応

センコーグループは海外に64カ所の事業拠点をもち、海外代理店と合わせて全世界をネットワーク化して国内外一貫物流を実施。
さらに東アジア、東南アジア、中北米を重点エリアとしてサービスを強化しています。

グローバルビジネスに応えるセンコーグループのワールドネットワーク

国内では、保管、配送、検品、流通加工（商品のセット組み、値札付けなど）、情報機能などの複合機能を備え、SCM全般をサポートする
先進の物流センター（PDセンター）を開設。国内の総保管面積は367万㎡と日本でもトップクラスの規模を誇ります。

日本国内でもSCM全般をサポートする先進の物流センター

自社通関体制で迅速な輸出入業務を実施

国内外のネットワークを駆使して一貫物流を実行する

グローバル展開力
3

センコ－（株）岐阜羽島ＰＤセンター センコ－（株）栗橋ＰＤセンター センコ－（株）尼崎ＰＤセンター

輸送

工場 センコー物流センター

海上輸送

海　外

配送

店舗A

店舗B

センコー
物流センター

輸
入
通
関

輸
出
通
関

集荷 保管

検品

日本国内の
販売先別仕分け

流通加工
保管

検品効率化・
業務軽滅

品質レベル
の向上

生産・経営管理
システムの一元化

原材料搬入 製造過程での
工場内作業 製品出荷

国　内

※AEO制度・・・税関当局などが認定した事業者に、税関手続き簡素化などの便益が
　　　　　　　付与される制度

M-SENKO ロジスティクスセンター

■現地法人・海外事務所

■■

■■

■■

■■

アメリカ
シカゴ
ウィンチェスター
ロサンゼルス

メキシコ
ケレタロ
ベラクルス
サンルイポトシ

カザフスタン
アルマティ

■■

■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

中国

大連

青島

■■北京

張家港
■■

南通

常熟

上海蘇州

広州
香港

■■
■■

■■■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

韓国
ソウル
釜山

オーストラリア
イングルバーン

タイ
バンコク
レムチャバン

ミャンマー
ヤンゴン

ベトナム
フォーノイ
ホーチミン

シンガポール

■■

ドイツ 
デュッセルドルフ

インドネシア
ジャカルタ
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組織力を発揮し、高品質なサービスを提供
高品質・高精度な物流技術やサービスなどの高い「現場力」で、お客様のニーズに柔軟に
対応します。
さらに、ITやマーケティングなど多くの分野で優れた専門能力をもつ人材の育成にも注力。
グループ全体で知識や技術を共有し、高度な専門性をもつ組織の形成を追求しています。
日々の業務でも一人ひとりの能力・意欲を高めるとともに、組織力を活かして、お客様に
高品質なサービスを提供しています。

「海陸一貫モーダルシフト」など、積極的な環境保全

お客様の環境保全活動をサポートする

環境対応力 品質力
4 5

配送効率の向上、道路混雑の緩和など、多くのメリットがある共
同配送。センコーでは共同配送ネットワークを構築し、物流の共
同化を積極的に推進しています。
お客様の商品を配送先様ごとに積み合わせ一括納品すること
で、配送の効率化、ローコスト化を実現します。共同配送は単独
配送に比べ積載率が向上し、配送車両台数の削減に寄与する
ことから、CO₂排出量を大幅に低減できます。
また、商品の配送・納品は情報システムでオペレーションするこ
とで納品精度が高まり、お客様にも満足いただいています。

JR貨物の鉄道とトラックを組み合わせ、定時性、高速性、ロット
性に優れたドア・ツー・ドアの輸送システムを提供。
鉄道コンテナ、タンクコンテナなどの利用によって自動車運送と
の連係がとりやすいという鉄道
輸送の利点を生かしたフレキシ
ブルな輸送システムで、物流効
率化と地球環境保全の両立を
めざしています。

共同配送を推進し、環境負荷を軽減 環境にやさしい鉄道コンテナ輸送

お客様のニーズに応える物流サービスを支える

物流環境先進企業としてグリーン物流の提供を通してCO₂排出量
削減、省エネなど多様な取り組みをすすめています。船舶を保有する
センコーでは独自の「海陸一貫モーダルシフト」によって船舶とトラック
や鉄道による輸送の組み合わせでCO₂排出量を大幅に低減していま
す。また、陸上では鉄道とトラックによるドア・ツー・ドアの輸送システム
などで、効率的で環境負荷の少ない輸送を実施しています。

多彩な事業を展開するセンコーでは、各部門において高い意
識と必要な知識・技術を身につけたプロフェッショナルの育成
に注力しています。物流部門ではさまざまな特殊輸送に携わる
ドライバーをはじめ、あらゆる現場の最前線でプロを育成。
商流やグローバルな業務を行う商事・貿易部門などでも多様
な専門知識を身につけるために、体系的・多角的に研修などを
実施しています。

各部門で高度な専門性を備えたプロ人材を育成

保　管

共同調達 共同配送

共同発注

加　工

仕分け

A社

B社

C社

センコー物流センター

メーカー
卸・問屋

A社

B社

C社

トラックの
労働力不足 道路混雑 地球温暖化

CO₂
エネルギー
問題

モーダルシフトの推進

お客様 配送先

貨物船

混載定期船（共同輸送）

タンカー船

RORO船・フェリー

鉄道（JR貨物）

積出港

ターミナル
駅

ターミナル
駅

仕向港集荷 配送

メーカー
卸・問屋
小売店

全国の物流センターに省エネ設備の導入をすすめています。既
存の物流センターでは、従来型照明からLED蛍光灯などエコ照
明へ光源の転換を積極的に推進。デマンドコントロールにて
ピークカットにも努めています。
また、壁面や屋上に太陽光発電
設備を設置した環境配慮型の
物流センターも続々と登場して
います。

環境配慮型の物流センターが増加

安全性
向上

人材
育成

物流技術の基本は高い安全性です。センコーでは、総面積
約27万㎡と国内屈指の規模を誇る物流研修施設「クレ
フィール湖東」（滋賀県東近江市）を運営。これまで培って
きた物流技術や安全運転のノウハウ・研修プログラムを集
大成して、トラックドライバーやリフトオペレーターを対象
に、専属インストラクターによる物流技術研修や安全運転
研修、エコドライブ研修などを実施しています。

「現場力」と「人材」を育む「クレフィール湖東」



スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなど量販店
のお客様に、物流センターのネットワークと情報システム力で
効率的な物流サービスを提供できるのがセンコーの強みです。
定時一括納品や棚割りに合わせた納品システムなどでお客様
の店舗運営をサポートしています。

各物流拠点で許認可（医薬品・医療機器製造業、医薬品卸販売
業など）の取得を拡大し、医薬品を取り扱うセンターには必要
に応じ「薬剤師」を駐在させるなど、高度な物流サービスを提供
しています。

量販・小売店物流 医療・介護関連物流

食品・飲料・酒類などは商品の保管状態や消費期限管理、温度
管理が重視されます。センコーでは、グループのランテックと共
同で常温から低温（冷凍、冷蔵）輸送までの３温度帯に対応でき
るシステムと物流センター機能を提供しています。 

精密機器や電子製品の輸送では振動や衝撃を避ける必要があ
ります。そのためにお客様のさまざまなご要望や商品形態に合わ
せて特殊梱包を行うなど、大切な商品を守り、安全に輸送します。

食品・飲料・酒類物流 精密機器・電子製品物流

海外物流センターで検品やコンソリ、保管、アソート業務を
行い、海外生産から国内店舗までファッションサプライチェーン
全体の効率化をご提案します。 

RFIDゲートや最新のマテハン設備導入による生産性の高い
センター運営実現と、ＢtoＢ、ＢtoＣ在庫一元管理システムに
より、お客様の販売機会拡大をサポートします。

海外生産物流 国内DC業務

縫製検品、X線検針などの検品機能から、不良と判断された商品
の補修、仕上げプレスまでをトータルにサポートします。
また、化粧品製造や医薬部外品取扱いライセンスを取得し、物流
における製造の分野にも対応します。

グループの東京納品代行、アクロストランスポートを通じた業界
トップの配送体制により、店舗のバックヤード業務を含めた付加
価値の高いサービスを提供しています。

QC業務・化粧品ラベル業務 店舗配送・バックヤード業務
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これまでの多くのチェーンストア様の物流実績をもとに、最適な物流ソリューションを
ご提供します。食品や医薬品などの保管や消費期限管理、ホームセンター関連商品
などの大型商品など、お客様の商品特性をふまえ、ニーズにフィットした物流システム
をご提案します。さらに、値付けなどの流通加工や定時一括納品など、納品先様の
ニーズにもきめ細やかにご対応。サプライヤー様の販売活動をサポートいたします。

流通ロジスティクス
Chainstores,  Reta i le rs and Suppl iers

ファッション物流
Fashion and Appare l

流通業のあらゆる業態のお客様に、最適な物流ソリューションをご用意

国内外の複雑なファッションのサプライチェーンを、センコー独自の流通ノウハ
ウを用いて、海外生産から国内店舗までスピーディーかつシームレスに一貫対
応します。また業界トップクラスの規模を誇る物流センターには最新鋭のマテ
ハン導入、さらに、BtoBとBtoCの在庫一元化にも対応し、お客様の最新の
ニーズにお応えしています。海外の高級ブランドからファストファッションまで、
あらゆるお客様のファッション流通戦略をトータルにサポートします。

海外生産から国内店舗、ECのお客様までワンストップでご提供    

仕入先様

海外工場

店　舗

デ　ポ

④加工（返品等）③保　管

②仕分け①受発注

集荷（調達）
配送（納品）

配送（納品）

幹線輸送輸入（調達）

物流センター

海　外 国　内

センコー
物流センター

検品・コンソリ
保管・アソート

センコー
物流センター

（保税蔵置内）
検品・通関

（物流センター）
BtoB  BtoC

（配送センター）

←→

A工場

B工場

C工場

D工場 お客様

アウトレット

直営店

ショッピングセンター

百貨店

海
外
港

国
内
港

海
上
輸
送

商社機能 機械化・システム化

製造機能 販売支援

Logistics Service



センコーでは、住宅物流の高度化、効率化をめざし、業界に先駆
けて「TGC-J(住宅情報グローバルシステム)」を開発。「TGC-J」
は住宅物流にかかわるSCMの全体管理だけでなく、スマート
フォンやタブレット端末を使ったさまざまな情報提供が可能です。
（特許第5443647号）

２マン配送が必要な重量物に特化した重量物配送を全国ネッ
トで展開しています。対象は１個あたり200kg前後のコピー機、
医療・理化学機器、精密機器、厨房機器、金庫、音楽機材など。
近年、特に需要の拡大が見込まれる家庭用蓄電池にも対応し、
住宅物流事業のスキルとノウハウを活かして、保管・配送・設置
などの一貫物流サービスを全国で展開しています。

住宅共同物流 重量物配送

住宅資材センターを核に内装材や外装材などを施工進捗に合
わせて邸別に共同配送するシステムを開発。輸送コストの削減、
施工作業のスピードアップを実現しました。

ジャスト・イン・タイム配送

樹脂製品の物流において、２０フィートのバルクコンテナを使用
した輸送サービスを提供しています。工場でのコンテナ充填
から輸送、納品先サイロへの投入、空コンテナの管理・陸送など
すべてセンコーが実施。輸送は、鉄道、船舶、トラックなどすべて
に対応しています。バルク化推進でお客様サイドの充填や投入
作業の人手および資材の回収・洗浄などが不要になるため、
作業の効率化とコスト削減が図れます。また、異物混入のリスク
が減るなど品質面で安定性が高まります。

ISOタンクやローリー、タンカー輸送で危険物、高圧ガス、毒劇
物、さらには火薬などの特殊危険物を輸送。また、危険物倉庫運
営や潤滑油配送など、危険品に関する多種多様な業務を専門知
識をもったスタッフによる徹底した安全管理で提供しています。

バルクコンテナ物流システム 危険品輸送

ケミカルタンカー部門では、液体ケミカル製品の輸送を内航・外
航を問わず安全・高品質に行い、高い評価をいただいています。
特殊タンク船・貨物船を所有するとともにRORO船・フェリーも
備え、海陸一貫輸送などのニーズに対応しています。

船舶を利用した海上輸送

11 SENKO PROFILE 12SENKO PROFILE

センコーは、工業化住宅の発展とともに歩んできました。日本の住宅業界を代表する
多くのメーカー様の物流を担当し、トップクラスの実績とノウハウを培ってきました。物
流と情報を一体化したセンコー独自のロジスティクスシステム「TGC-J」を構築し、住
宅メーカー様、資材メーカー様から最終建築現場までのSCM全体を統合管理。「共同
配送」「ジャスト・イン・タイム配送」「重量物配送」など多彩なサービスで信頼を獲得
しています。

住宅物流のシステム化で信頼の実績

創業以来蓄積されたケミカル物流のノウハウで、多くのお客様に高い物流品質
とトータルサービスを提供してきました。それを活かして、ケミカル製品の原材
料調達から、受注、工場内物流、保管・配送業務まで、総合的にオペレーション
します。さらに、物流予算の作成や需給計画の立案など、メーカーの企画管理
部門機能の包括業務アウトソーシングにも対応しています。

包括業務アウトソーシングにも対応

センコー拠点

共同調達
調達物流

A社

A社 B社

B社
住宅メーカー様
施工現場

発注
データ

発注
データ

発注データ

幹線輸送

資材メーカー様

共同配送
現場配送

B邸

A邸センコー住宅資材センター

機 能

住宅情報グローバルシステム
「TGC-J」

□ 邸別仕分け
□ 保管
□ 加工

住宅メーカー様

センコー

モノ

情報

リアルタイム
物流情報

加工指図

補充・配送
指図

販売先

消費者

実行系ソフト（BPS）

SCM支援部隊

オーダー

原料

副材料

販売計画

製造計画・実績

生産要求

購買計画

営業

製造

購買

加工場

需要者

調達先

メーカー

住宅物流
Housing,  Const ruct ion

ケミカル物流
Chemica l

Logistics Service



全国最大22,000カ所のサービスステー
ションで給油ができる、大手元売会社を
はじめとする燃料カード販売を中心に、
インタンク軽油、産業用燃料、潤滑油な
どの石油製品を安定供給しています。

石油販売事業
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センコーグループは、量販店など小売業向けに商品企画・製造販売・調達を実施する
商事事業、海外との輸出入を行う貿易事業を積極展開しています。これらの機能を、
物流システム、情報システムと一体化させて、つねに最大効率を追求。一括アウト
ソーシングも提案しています。

商 事
Trading and Commerce

ビジネスサポート ・ ライフサポート
Business Suppor t  ·  Liv ing Suppor t

流通情報企業として、物流と商流を一体化。

商　流

物　流
メーカー ユーザー

発注

輸送

発注

輸配送

企
　
画

売
　
買

調
　
達

出
　
荷

流
通
加
工

入
　
荷

検
　
品

保
　
管

人手不足・働き方改革と、労働環境は大
きく変化しています。物流のバックグラ
ウンドを活かし、倉庫や工場での無人
化・省力化をテーマに、オリジナルＡＧＶ
やアームロボットなどの商品開発を行っ
ています。

無人マテハン推進事業

世界各国から高品質でコストパフォーマ
ンスの高いワインを調達し、卸販売して
います。商品開発、品質管理、物流まで
総合的にコーディネートし、お客様の
ニーズに合わせた商品を販売しています。

卸（酒類）事業

包装資材や容器、トイレットペーパーを
はじめとする多様な生活雑貨の卸販売
を展開。商流と物流の一体化を活かし
てお客様のニーズに合わせた商品の企
画開発から物流まで一貫体制で提供し
ています。

卸（紙製品・雑貨）事業

エンドユーザーとの接点となる小売事業
を展開しています。暮らしを豊かにする
フラワーショップがそのひとつ。豊富な
品揃えと商品の鮮度、花束への加工技
術でお客様から支持いただいています。

小売（ショップ）事業

インターネットを通じた物流関連機器お
よび物流資材・事務用品の共同購入
サービス「ＢＰ Ｓｈｏｐねっと」を運営。購
買業務～決算業務全般のコンサルティ
ングから資材の供給まで行い、確実な
効果へ導きます。

購買ソリューション事業 多様な特殊物流で培った技術を活かす
のが病院移転や患者移送です。病院機
能を止めることなくスムーズに実施する
綿密かつ確実な移転作業に、信頼が増
加しています。またオフィス移転なども
トータルに行っています。

引越（病院移転・法人向け）

訪問介護・デイサービス・住宅型有料老
人ホームなどの介護事業とあわせ、
フィットネスクラブなどの運営も行って
います。

ヘルスケア関連事業ホテル・レストラン運営

物流研修施設「クレフィール湖東」では
一般のトラック事業者、バス事業者など
のドライバー向け安全運転研修やエコ
ドライブ研修、一般ドライバーを対象に
した安全運転研修などを実施しています。

研修事業（物流・交通安全）

国内引越ネットワークを構築し、海外拠
点ともダイレクトにつながり、安心快適
な引越サービスを提供します。

引越（個人向け）行政機関の住民サービスを支える情報
システムの導入において全国で実績が
あります。また、高度化・多様化するIT
ニーズに対応したソフトウエアの開発や
製品販売を行っています。

ITソリューション
（情報システム開発・IT機器販売）

各地で農作物の栽培と販売事業を展開。
宮崎県では高糖度トマトの生産・加工、
北海道では農産物の選別加工・輸送を
一貫して行っています。また、鳥取県では、
廃校を利用して農作物を栽培しています。

農業事業

※数字はグループトータル 
（2021年3月末日現在）

■創　業
　１９１６（大正５）年９月

■設　立
　１９４６（昭和２１）年７月

■資本金
　２６５億64百万円

■上　場
　東京証券取引所市場第１部

■売上高
　5,724億円（２０21年３月期・連結）

■従業員数
　19,755名

■グループ会社数
　142社

■海外事業所
　64カ所

■直営車両数
　7,538台

■支配船舶
　69隻

■総保管面積（海外含む）
　392万㎡

センコーグループ事業概要

Group Service

複合施設「セクトール潮見」が、2021年
6月、センコーグループが運営する
「東京イーストサイド ホテル櫂会」近隣
にオープン。フィットネスクラブ、回転
寿司店、賃貸マンション、テニスコートを
備えています。
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