
　平成27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) 管理機構について

① 経営管理担当を、経営管理・戦略担当に名称変更
・

② 農業事業化プロジェクト担当の設置
・

③ ライフサポート事業プロジェクト担当の設置
・

④ 人事部 採用グループの設置
・

⑤ 安全環境管理部を、安全品質環境管理部に名称変更
・

・

⑥ 通運部の管轄の変更
・

⑦ 生産管理本部 事業開発部の発展的解消
・

・
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機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

記

経営管理部及び経営戦略室、物流経営研究所を統括管理し、推進体制の強化を図るため、
「経営管理・戦略担当」に名称変更する。

農業ビジネスの事業化推進を図るため、「農業事業化プロジェクト担当」を設置する。

住宅物流営業本部内にあるライフサポート事業プロジェクトを組織横断的に推進するため、「ラ
イフサポート事業プロジェクト担当」を設置する。

「採用グループ」に採用活動を一元化し、定期採用に加え、特殊技能保持者や海外勤務経験
者、外国人労働者等の期中採用を行う。

これに伴い、ＣＳ推進部を、安全品質環境管理部に統合し「ＣＳ・品質管理グループ」とする。

安全環境管理部を生産管理本部から分離・独立させ、「安全品質環境管理部」とし、現行の安
全、環境、健康に加え、ＣＳ・品質管理を行う。

通運部の管轄を、モーダルシフトの推進を担当する生産管理本部とする。

事業開発部が担当する医療介護関係はライフサポート事業プロジェクトに移管し、農業関係は
農業事業化プロジェクトへそれぞれ移管する。
その他新規事業については、経営戦略室が担当し、事業開発部は発展的に解消する。
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　２．支店機構について

(1) 茨城支店の名称変更
・

(2) 茨城住宅支店の設置
・

・ 茨城住宅支店は、北関東主管支店が管轄する。

(3) 大阪主管支店の管轄営業所の移管
・

(4) 国際物流事業本部の組織変更

① 通関事業部の設置
・

・

・

② 中央アジアエリア事業担当をロシア・中央アジアエリア事業担当に名称変更
・

(5) 業務センターの新設
・

・ 延岡支店の企画管理課を廃止し、「延岡業務センター」を設置する。

　３．プロジェクトの設置

(1) 農業事業化プロジェクトの設置
・ 農業ビジネスの事業化促進を図るため、「農業事業化プロジェクト」を設置する。

(2) センコーグループ社長会の設置
・

・ 経営戦略室を事務局とする。

　４．グループ会社について

(1) 関越センコーロジ㈱の設立
・

更なる事業拡大を図る為、中央アジアエリア事業担当を、ロシア・中央アジアエリア事業担当に名
称変更する。

埼玉主管支店の企画管理課を廃止し、「埼玉業務センター」を設置し、埼玉主管支店、埼玉北支
店、埼玉南支店を管轄する。

迅速で効率的なグループ経営を目指すべく、主要会社の代表による経営情報等の連絡機関として
「センコーグループ社長会」を設置する。

埼玉主管支店北関東ロジスティクスセンターを分社化し、群馬県を中心とした関東北西部の地域に
密着した経営を行う新会社を設立する。

北関東地区の物流を統括する戦略的組織とするため、茨城支店の名称を変更し、「北関東主管支
店」とする。

茨城・栃木地区の住宅関連事業の深耕、拡大を図るため、茨城支店の茨城住宅物流センターと茨
城境営業所を切り出し、「茨城住宅支店」とする。

エリア内の地域経営力強化のため、大阪主管支店の「東門真センター」を北大阪支店へ、同「神戸
コンテナセンター」及び「姫路コンテナセンター」を阪神支店へそれぞれ移管する。

広く海外に展開される顧客のニーズに対応し、国際複合一貫輸送の提案営業力の強化のため「通
関事業部」を設置する。
通関事業部は各支店の海貨部門を管掌する。なお、広域の顧客に対する窓口業務を遂行するた
め、東京主管支店東京海貨営業所を通関事業部に移管する。
国際複合輸送事業部の横浜、大阪、神戸各拠点（旧岩谷物流）は、各支店の海貨営業所に統合す
る。
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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

代表取締役　副社長執行役員
ケミカル物流営業担当
（兼）農業事業化プロジェクト担当
（兼）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　　　 代表取締役社長

藤森 正三 代表取締役　副社長執行役員
ケミカル物流・国際物流営業担当

取締役　専務執行役員
経営管理・戦略担当
（兼）安全品質環境担当

米司 博 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
（兼）チェーンストア物流第１営業部長

取締役　常務執行役員
人事担当
（兼）人事部長
（兼）人事グループ長
（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
人事担当
（兼）人事部長
（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
３ＰＬ事業担当
（兼）ロジスティクス営業本部長

嘉永 良樹 取締役　執行役員
経営管理担当
（兼）経営戦略室長
（兼）経営管理部長

取締役
センコービジネスサポート㈱
 代表取締役社長

尾池 和昭 取締役　常務執行役員
東京主管支店長

取締役
大阪センコー運輸㈱
 代表取締役社長

宮津 純二 取締役　常務執行役員
生産管理本部長
（兼）安全品質環境担当
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
広報担当
（兼）社長室長
（兼）経営企画グループ長
（兼）施設管理グループ長
（兼）センコー・ファシリティーズ㈱
　　　 代表取締役社長

佐々木 信郎 執行役員
広報担当
（兼）社長室長
（兼）経営企画グループ長
（兼）施設管理グループ長
（兼）センコー・ファシリティーズ㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
札幌主管支店長
（兼）札幌南支店長
（兼）札幌センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

村尾 進一 常務理事
札幌主管支店長
（兼）札幌南支店長
（兼）札幌センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
（復）大阪主管支店長

松井 剛士 常務理事
（出）江坂運輸㈱
　　　 代表取締役社長
（兼）阪神運送㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
国際物流事業本部　副本部長
（兼）ロシア・中央アジアエリア事業担当
（兼）通関事業部長

上中 正敦 常務理事
国際物流事業本部　副本部長
（兼）国際複合輸送事業部長
（兼）中央アジアエリア事業担当

執行役員
ケミカル物流営業本部長

河合 利広 常務理事
ケミカル物流営業本部長

執行役員
（出）ロジ・ソリューション㈱
　　　 代表取締役社長

藤田 浩二 常務理事
（出）ロジ・ソリューション㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
（復）東京主管支店長

篠原 信治 常務理事
（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　 代表取締役社長

執行役員
（出）㈱ランテック
　　　　　常務取締役

金嶋 知二 常務理事
（出）㈱ランテック
　　　　　常務取締役

執行役員
国際物流事業本部
国際複合輸送事業部長

高見澤 博之 旭化成ケミカルズ㈱
執行役員
高機能ポリマー領域管掌補佐
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

常務執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）ライフサポート事業プロジェクト担当
（兼）Ｓｅｎｋｏ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ.

　　　 代表取締役社長

白木 健一 常務執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）Ｓｅｎｋｏ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ.

　　　 代表取締役社長

常務執行役員
生産管理本部長
（兼）海運・通運担当
（兼）センコーエーラインアマノ㈱
　　　 取締役会長

谷口 玲 常務執行役員
海運・通運担当
（兼）センコーエーラインアマノ㈱
　　　 取締役会長

執行役員
生産管理本部
タイ事務所長
（兼）国際物流事業本部
　　　ＡＳＥＡＮエリア事業担当
（兼）Ｓｅｎｋｏ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ.，Ｌｔｄ.

　　　 代表取締役社長

多田 政美 執行役員
生産管理本部
タイ事務所長
（兼）国際物流事業本部
　　　ＡＳＥＡＮエリア事業担当
（兼）Ｓｅｎｋｏ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ.，Ｌｔｄ.

　　　 代表取締役社長
（兼）SENKO GLOBAL LOGISTICS(THAILAND)CO.,LTD.

　　　 代表取締役社長

執行役員
延岡支店長
（兼）延岡業務センター長

是沢 可人 執行役員
延岡支店長

執行役員
北関東主管支店長

川崎 寛治 執行役員
茨城支店長

執行役員退任 山本 隆志 執行役員
大阪主管支店長

執行役員退任
関東センコー運輸㈱
 代表取締役社長

鶴留 和治 執行役員
関東主管支店長

執行役員退任
アスト㈱
 取締役副社長

伊藤 彰 執行役員
商事事業担当付
アスト担当
（兼）アスト㈱
　　　取締役副社長
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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
経営管理部長
（兼）関係会社管理グループ長

新田 浩隆 経営管理部
経営管理グループ長
（兼）関係会社管理グループ長

常務理事
埼玉南支店長

髭 幸治 埼玉南支店長

常務理事
ロジスティクス営業本部
関西営業部長

井澤 公男 ロジスティクス営業本部
関西営業部長

常務理事
住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

吉田 聡 住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

常務理事
千葉支店長
（兼）千葉センコー運輸整備㈱
　　　 代表取締役社長

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

常務理事
（出）センコー・アセットマネジメント㈱
　　　 代表取締役社長

初村 美宏 （出）センコー・アセットマネジメント㈱
　　　 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
ライフサポート事業プロジェクト担当付部長

戸倉 尚 常務理事
生産管理本部
事業開発部長
（兼）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

常務理事
生産管理本部
自動車事業管理部長

野村 康則 常務理事
生産管理本部
自動車事業管理部長
（兼）ＩＴ推進担当

常務理事
安全品質環境管理部長
（兼）ＣＳ・品質管理グループ長
（兼）環境推進グループ長
（兼）健康推進グループ長

鷲田 正己 常務理事
生産管理本部
安全環境管理部長
（兼）環境推進グループ長

常務理事
住宅物流営業本部　副本部長

古屋敷 芳弘 常務理事
住宅物流営業本部　副本部長
（兼）住宅物流第１営業部長

常務理事
関東主管支店長

伊藤 知彦 常務理事
北陸支店長

常務理事
（復）ロジスティクス営業本部
　　　チェーンストア物流第１営業部長

白須賀 拓也 常務理事
(出)センコービジネスサポート㈱
　　  専務取締役

常務理事
経営戦略室長

長友 孝司 常務理事
経営戦略室　担当部長

常務理事
（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　 代表取締役社長

杉本 健司 常務理事
神奈川支店長
（兼）神奈川センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

常務理事
生産管理本部
生産管理部長
（兼）ＩＴ推進グループ長

伊﨑 繁富 常務理事
生産管理本部
生産管理部長
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《関係会社取締役異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱丸藤
　　相談役

田中 増雄 ㈱丸藤
　　取締役会長

ロジファクタリング㈱
　代表取締役社長

髙橋 久男 ロジファクタリング㈱
　代表取締役社長
（兼）ロジ・ソリューション㈱
　　　　取締役会長

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

寺町 博文 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

大阪センコー運輸㈱
 代表取締役社長退任

滋野 善夫 大阪センコー運輸㈱
 代表取締役社長

北陸センコー運輸㈱
 取締役

石田 利一 北陸センコー運輸㈱
 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

経営管理部
経営管理グループ長

戸張 利明 埼玉主管支店

人事部
採用グループ長

呑田 好文 人事部

監査室
副室長

北野 洋一 監査室

住宅物流営業本部
住宅物流第１営業部長

端村 幸雄 住宅物流営業本部
住宅物流第１営業部　副部長

ロジスティクス営業本部
中部営業部長

辻田 和浩 京滋主管支店

ファッション物流営業本部
アパレル物流営業部　副部長

村松 重孝 ファッション物流営業本部

茨城住宅支店長 渡辺 克久 茨城支店

中部業務センター長 寺元 謙治 海運部

京滋主管支店　副支店長 片木 稔 京滋主管支店

（出）センコー商事㈱
　　　 取締役　商品開発部長

酒井 栄一 （出）センコー商事㈱

（出）東京納品代行㈱
　　　 取締役

鈴木 裕二 (出)東京納品代行㈱

（出）神奈川センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

佐藤 和昭 神奈川支店

（出）三重センコーロジ㈱
　　　 代表取締役社長

山本 康隆 ロジスティクス営業本部

（出）阪神センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

渡辺 雅彦 岡山主管支店
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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 松岡 弘樹 ＣＳ推進部長

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
関東ＣＳ・品質担当

安藤 里己 ＣＳ推進部
　関東ＣＳ・品質担当

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
関東ＣＳ・品質担当

門村 堅 ＣＳ推進部
　関東ＣＳ・品質担当

安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
中部・関西ＣＳ・品質担当

岩村 康夫 ＣＳ推進部
　中部・関西ＣＳ・品質担当

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

岡元 達徳 ＣＳ推進部
　中国・九州ＣＳ・品質担当

生産管理本部
タイ事務所長付部長
（兼）SENKO GLOBAL LOGISTICS(THAILAND)CO.,LTD.

　　　 代表取締役社長

渡部 正樹 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

（復）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

鳥居 健一 （出）関東センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

（復）埼玉主管支店　副支店長
（兼）埼玉センコー運輸整備㈱
　　　 代表取締役社長

丸山 和晃 （出）埼玉センコー運輸整備㈱
　　　 代表取締役社長

埼玉主管支店　副支店長
（兼）関越センコーロジ㈱
　　　 代表取締役社長

小野里 勲 埼玉主管支店　副支店長

埼玉業務センター長 碇山 将士 人事部
人事グループ長

（復）神奈川支店長 浪平 和明 （出）三重センコーロジ㈱
　　　 代表取締役社長

北陸支店長
（兼）北陸センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

中道 良二 ロジスティクス営業本部
中部営業部長

九州主管支店　副支店長 水上 博喜 南九州支店長付部長
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新役職名 氏 名 旧役職名

九州業務センター長 引間 透 九州主管支店　副支店長
（兼）九州業務センター長

（出）センコー情報システム㈱
　　　 取締役

筑井 寿憲 （出）ロジ・ソリューション㈱
　　　メーカー第１コンサル部長

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

八巻 達也 （出）阪神センコー運輸㈱
　　　 代表取締役社長

（出）㈱ランテック 舛元 健了 中部業務センター長

（出）センコービジネスサポート㈱
　　　 常務取締役

上村 祐司 （出）東京納品代行西日本㈱
　　　 代表取締役社長
（兼）東京納品代行㈱
　　　 常務取締役

以上

（　問合せ先　）

セ 　ン 　コ 　ー 　株 　式 　会　 社

総 務 部 長　　竹　谷　　聡

 ℡  ０６（６４４０）５１５５
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