
　平成28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 センコーユニバーシティ設立担当の設置

・

② 経営戦略室に『センコー・リアルティ設立準備室』の設置

・

③ 経営戦略室に『外国人就労支援準備室』の設置

・

④ 人材教育部に『教育担当』の設置、及び『人材開発グループ』の発展的解消

・

⑤ 安全品質環境管理部の『安全管理グループ』と『健康推進グループ』の統合

・

⑥ 生産管理本部の『タイ事務所』の名称変更

・

⑦ 社長室の『施設管理グループ』の廃止

・ 『施設管理グループ』はセンコー・ファシリティーズ(株)に業務を移管したため廃止する。尚、本

社管轄の遊休不動産管理は引き続き社長室にて担務する。

経営戦略室に、中長期的な観点でエリア戦略に基づいた拠点展開を実現し、グループ横断的

な不動産開発を行う新会社の設立準備のため、『センコー・リアルティ設立準備室』を設置す

る。

経営戦略室に、日本で就労を希望する外国人に対し、就職斡旋や生活環境改善等のトータル

的な就業支援を行う新事業推進のため、『外国人就労支援準備室』を設置する。

人材教育部に『教育担当』を設置し、教育プログラムの充実を図る。尚、『人材開発グループ』は

発展的に解消する。

『安全管理グループ』と『健康推進グループ』を統合し、『安全衛生管理グループ』を設置するこ

とにより、効率的な組織運営を図る。

次の100年に向けた事業展開を確かなものにしていくため、センコーグループの事業領域で最

先端のナレッジとスキルを有する人材を戦略的に育成する社内大学設立の準備を目的に『セン

コーユニバーシティ設立担当』を設置する。

ＡＳＥＡＮ地域における事業展開と管轄エリアの拡大に伴い、『タイ事務所』を『ＡＳＥＡＮエリア

事務所』に名称変更する。
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(2) 営業機構について

① ライフサポート事業推進本部の設置

・

・ ライフサポート事業推進本部には、下記の部室を設置する。

『事業企画室』…

『ホテル事業準備室』… ホテル事業の計画推進を担務する。

『ライフサービス事業推進部』…

『リビングサービス事業推進部』 …　住居関連サービス等の事業を担務する。

『農業ビジネス事業推進部』… 農業事業、ファーム事業を担務する。

『プランニング事業推進部』…

・

・

② ロジスティクス営業本部に『九州営業部』の設置

・

③ ケミカル物流営業本部の『ケミカル物流第１営業部』『ケミカル物流第２営業部』の名称変更

・

④ ファッション物流営業本部の『アパレル物流営業部』『百貨店物流営業部』の名称変更

・

　

取扱い商品に応じて、石化樹脂、液体原料や燃料など原料系の営業を中心とした『ケミカル物

流第１営業部』を『ケミカル物流営業部』に、ケミカル系原料を素材として加工された成形品の

営業を中心とした『ケミカル物流第２営業部』を『成形加工品物流営業部』に名称変更する。

業態 (アパレル・百貨店）に関わらず、顧客を地域単位で対応するため、『アパレル物流営業

部』を『東日本営業部』、『百貨店物流営業部』を『西日本営業部』に名称変更する。

新事業の創出と新たな事業領域への参入を成功させるために、『ライフサポート事業推進本部』

を設置する。

ホームビジネス、介護、ヘルスケア等の事業を担務

する。

推進本部全体の企画、運営を行うと共に、事業創

出の初期段階のための調査、研究及びM＆Ａ等を

担務する。

各事業推進部のカテゴリーに入らず、今後、独立し

た事業推進部を形成する可能性のある事業を担

務する。

『ライフサポート事業プロジェクト担当』及び『農業事業化プロジェクト担当』は、『ライフサービス

事業推進部』と『農業ビジネス事業推進部』がそれぞれ担務するため、廃止する。

九州地区の量販系荷主の更なる拡大及びエリア営業強化に向けて、ロジスティクス営業本部

内に『九州営業部』を設置する。

ロジスティクス営業本部『引越営業部』は『リビングサービス事業推進部』に包含し、発展的に解

消する。
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　２．支店機構について

(1) 九州地区の支店機構改編

・

・

・ 『北九州支店』は、『九州主管支店』から『東九州主管支店』へ管轄を変更する。

・

(2) 『静岡支店』の『名古屋主管支店』管轄内への編入

・

(3) 『東東京支店』の発展的解消

・ 『東東京支店』を発展的に解消し、『東京主管支店』に統合する。

　３．グループ会社について

(1) 『西関東センコーロジ㈱』の設立

・ 厚木地区における新センター稼働に向けた運営会社として、『西関東センコーロジ㈱』を設立する。

(2) 『埼玉センコー運輸整備㈱』の分社化

・

・

(3) 『㈱センコー引越プラザ』の社名変更

・

　４．プロジェクト体制について

(1) 『ビッグデータプロジェクト』の設置

・

『㈱センコー引越プラザ』は引越のノウハウを生かした住居関連サービス、施設移転ビジネスに主軸

を置いた新サービスを提供する会社として『㈱センコーリビングプラザ』に社名を変更する。

サプライチェーン間競争における物流業の優位性を生かし、ビッグデータを活用した物流ネットワー

クシステムを構築し、生産性向上、原価低減、販売促進、新事業創出への活用を研究、推進するた

め、『ビッグデータプロジェクト』を設置する。

『延岡支店』と『南九州支店』を統合し、『東九州主管支店』とする。但し『南九州支店』の熊本営業

所については、『九州センコーロジ㈱』に移管する。

『延岡業務センター』を『東九州業務センター』に名称変更し、『東九州主管支店』と『北九州支店』

を管轄する。

浜松を中心とした量販系物流の効率化並びに売上拡大、及び名古屋主管支店との連携を強化す

るため、静岡支店を名古屋主管支店の管轄内へ編入する。

『埼玉センコーロジサービス㈱』は杉戸、久喜、蓮田、伊奈、加須の各地域、『埼玉南センコーロジ

㈱』は戸田、浦和、狭山、越谷の各地域を管轄エリアとする。

九州地区における支店・グループ会社間で重複する拠点を統合し、組織の効率化と管理体制の強

化及び更なる地域密着化による業務拡大を図る為、『九州主管支店』と『東九州主管支店』に再編

する。

『埼玉センコー運輸整備㈱』を『埼玉センコーロジサービス㈱』と『埼玉南センコーロジ㈱』に分社化

し、それぞれの地域の拡大計画へきめ細かな対応を行い、さらなる拡大を目指す。
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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

藤森 正三 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

取締役　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）センコー・ファシリティーズ㈱
　　　 代表取締役社長

佐々木 信郎 取締役　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

取締役
㈱ランテック
　　代表取締役社長

山中 一裕 取締役 専務執行役員
中四国・九州地区担当
（兼）西日本地区配送ネット構築担当
（兼）㈱ランテック
　　　　　代表取締役 副社長

《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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

古屋敷 芳弘 常務理事
住宅物流営業本部　副本部長

執行役員
関東主管支店長

伊藤 知彦 常務理事
関東主管支店長

執行役員
（出）東京納品代行㈱
　　　　代表取締役社長

伊藤 裕之 常務理事
三重支店長

執行役員
生産管理本部
ＡＳＥＡＮエリア事務所長
（兼）国際物流事業本部
　　　　ＡＳＥＡＮエリア事業担当

大野 茂 常務理事
国際物流事業本部
本部長付

4



《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

専務執行役員
ファッション物流営業本部長
（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

大迫 友行 専務執行役員
ファッション物流営業本部長
（兼）東日本地区配送ネット構築担当
（兼）東京納品代行㈱
　　　　代表取締役社長

常務執行役員
ライフサポート事業推進本部長

白木 健一 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

執行役員
ライフサポート事業推進本部　副本部長
（兼）ホテル事業担当

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

執行役員
東九州主管支店長
（兼）センコープランテック㈱
　　　　代表取締役社長

是沢 可人 執行役員
延岡支店長
（兼）延岡業務センター長

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

室崎 行雄 執行役員
岡山主管支店長

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 執行役員
名古屋主管支店長
（兼）小牧支店長

執行役員
埼玉主管支店長
（兼）関東ブロック配送ネット構築担当

大越 昇 執行役員
埼玉主管支店長

執行役員
札幌主管支店長
（兼）札幌南支店長

村尾 進一 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
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新役職名 氏 名 旧役職名

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

松井 剛士 執行役員
大阪主管支店長

執行役員
国際物流事業本部　副本部長
（兼）通関事業部長

上中 正敦 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

執行役員
東京主管支店長
（兼）南関東業務センター長

篠原 信治 執行役員
東京主管支店長
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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
（出）中四国ロジスティクス㈱
　　　　代表取締役社長

中村 善彦 （出）中四国ロジスティクス㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
（出）㈱丸藤
　　　　取締役副社長

小川 雄司 （出）㈱丸藤
　　　　専務取締役

常務理事
（出）宮崎センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

酒井 俊二 （出）豊橋センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
ロジスティクス営業本部
　　ＳＣＭ担当部長

杉本 真彦 ロジスティクス営業本部
　　ＳＣＭ担当部長
（兼）ロジ・ソリューション㈱
　　　　取締役
　　　　流通 東日本コンサル事業担当

常務理事
（出）大阪センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

田中 聡 （出）奈良センコー物流㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
国際物流事業本部
　中国エリア事業担当
（兼）総務部
　　　　中国事務所長

横田 秀満 国際物流事業本部
　中国華東華南香港エリア事業担当
（兼）総務部
　　　　中国事務所長

常務理事
（出）南九州センコー㈱
　　　　代表取締役社長

高橋 亮治 （出）南九州センコー㈱
　　　　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
京滋主管支店長

野村 康則 常務理事
生産管理本部
自動車事業管理部長

常務理事
経営戦略室
センコー・リアルティ設立準備室長

霜村 裕 常務理事
（出）㈱センコー引越プラザ
　　　　　代表取締役社長

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

鷲田 正己 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

常務理事
ファッション物流営業本部　副本部長

小林 治彦 常務理事
ファッション物流営業本部　副本部長
（兼）アパレル物流営業部長

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

金嶋 知二 執行役員
特命担当

常務理事
九州主管支店長
（兼）九州ブロック配送ネット構築担当

森口 嘉久 常務理事
九州主管支店長

常務理事
生産管理本部
生産管理部長

井澤 公男 常務理事
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　副本部長
（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
住設・建材営業部長

常務理事
（出）福岡センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

中村 哲也 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
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新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事待遇
センコーユニバーシティ設立担当
（兼）人材教育部　教育担当

森本 康司 常務理事待遇
人材教育部長

常務理事
ライフサポート事業推進本部
農業ビジネス事業推進部長
（兼）㈱センコースクールファーム鳥取
　　　　　 代表取締役社長

小笠原 雅明 常務理事
農業事業化プロジェクト担当付部長
（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
ライフサポート事業推進本部
ライフサービス事業推進部長

戸倉 尚 常務理事
ライフサポート事業プロジェクト担当付部長

常務理事
（出）センコービジネスサポート㈱
　　　　専務取締役

堤 清彦 常務理事
物流経営研究所長

常務理事
人事部
採用グループ長

中嶋 克樹 常務理事
京滋主管支店長
（兼）京滋業務センター長

常務理事
生産管理本部
生産管理部　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
（兼）ＩＴ推進グループ長

常務理事
東京主管支店　副主管支店長
（兼）西関東センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

鈴木 勉 常務理事
東京主管支店　副主管支店長
（兼）南関東業務センター長

《関係会社取締役異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

大阪センコー運輸㈱
　取締役会長

宮津 純二 大阪センコー運輸㈱
　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

総務部
総務グループ長

臼井 竜也 総務部

生産管理本部
ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）SENKO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

　　　　　代表取締役社長

下元 一孝 生産管理本部
タイ事務所

住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

山本 和久 住宅物流営業本部

住宅物流営業本部
住設・建材営業部長

益田 真 住宅物流営業本部

ケミカル物流営業本部
メディカル物流営業部長

茂木 康浩 ケミカル物流営業本部

ロジスティクス営業本部
関東営業部　副部長

田中 久敬 ロジスティクス営業本部

ロジスティクス営業本部
関西営業部　副部長

荒木 久智 ロジスティクス営業本部

ファッション物流営業本部
東日本営業部　副部長

岡島 正記 ファッション物流営業本部

ライフサポート事業推進本部
ホテル事業準備室長
（兼）総務部
　　　ゲストハウス担当

長谷川 貴久 ライフサポート事業プロジェクト担当付
（兼）総務部

札幌主管支店　副支店長
（兼）札幌センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

小阪 英智 札幌主管支店

東京主管支店
副支店長

西村 誠一 東京主管支店

静岡支店
副支店長

田中 潤一 静岡支店

小牧支店長 田村 哲也 小牧支店

京滋業務センター長 佐藤 哲郎 関西業務センター
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新役職名 氏 名 旧役職名

関西業務センター長 桑山 雅樹 南大阪支店

東九州業務センター長 中村 哲 延岡業務センター

国際物流事業本部
中国華東華南香港エリア事業担当部長

孫 芸 国際物流事業本部
上海地区担当
（兼）上海扇拡国際貨運有限公司　総経理
（兼）扇拡物流（上海）有限公司　総経理

（出）ロジ・ソリューション㈱
　　　　社内改善推進部長

野口 健吾 （出）ロジ・ソリューション㈱

（出）埼玉センコーロジサービス㈱
　　　　代表取締役社長

森田 裕嗣 （出）埼玉センコー運輸整備㈱

（出）奈良センコー物流㈱
　　　　代表取締役社長

河野 哲哉 南関東業務センター

（出）㈱センコー保険サービス
　　　　　常務取締役

菅原 卓 （出）㈱センコー保険サービス
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

東日本地区配送ネット構築担当付
関東自動車管理部長

平山 浩司 生産管理本部
自動車事業管理部
自動車管理グループ長

経営戦略室
外国人就労支援準備室　担当部長

菅野 祐一 社長室
広報・ＩＲグループ長

社長室
広報・ＩＲグループ長

吉村 伸三 社長室
担当部長

人材教育部長 秋山 政泰 人材教育部
人材開発グループ長

監査室長
（兼）内部統制グループ長

松岡 弘樹 監査室長
（兼）内部監査グループ長

監査室
内部監査グループ長

北野 洋一 監査室
副室長

物流経営研究所長 藤原 正邦 物流経営研究所
副所長

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

表 卓哉 監査室
内部統制グループ長

生産管理本部
自動車事業管理部長

伊達 真一 （出）岡山センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

生産管理本部
倉庫事業管理部長

古屋 浩一 関西業務センター長

生産管理本部
ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）SENKO　(TＨＡＩＬＡＮＤ)　Co., Ltd.
　　　　代表取締役社長

加藤 達也 生産管理本部
タイ事務所長付部長

生産管理本部
ＡＳＥＡＮエリア事務所長付部長
（兼）国際物流事業本部
　　　ロシア・中央アジアエリア事業担当

髙玉 正明 生産管理本部　タイ事務所長付部長
（兼）国際物流事業本部
　　　 ロシア・中央アジアエリア事業担当
　　　 付部長

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

引間 透 九州業務センター長

ロジスティクス営業本部
関西営業部長

十河 一郎 ロジスティクス営業本部
関東営業部　副部長
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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
九州営業部長

権藤 勉 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

ファッション物流営業本部
東日本営業部長

村松 重孝 ファッション物流営業本部
アパレル物流営業部　副部長

ライフサポート事業推進本部
事業企画室長
（兼）プランニング事業推進部長

増田 康裕 ライフサポート事業プロジェクト担当
付部長

東北主管支店　副支店長
（兼）東北センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

早瀬 典男 （出）東北センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

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）埼玉センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

埼玉北支店　副支店長
（兼）加須準備室長

茂 秀樹 （出）福岡センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

神奈川支店長
（兼）神奈川センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

浪平 和明 神奈川支店長

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 一男 （出）センコープランテック㈱
　　　　代表取締役社長

名古屋主管支店　副支店長 宮地 則彦 東京主管支店　副支店長

三重支店長
（兼）三重センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

山本 康隆 （出）三重センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

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

寺下 一志 南大阪センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長

九州主管支店　副支店長
（兼）九州業務センター長

水上 博喜 九州主管支店　副支店長

国際物流事業本部
北米エリア事業担当　営業担当部長
（兼）SENKO MEXICO S.A. de C.V.
　　　　代表取締役社長

森川 晃 国際物流事業本部
北米エリア事業担当　営業担当部長

国際物流事業本部
上海地区担当部長
（兼）上海扇拡国際貨運有限公司　総経理
（兼）扇拡物流（上海）有限公司　総経理

片岡 哲也 ロジスティクス営業本部
食品物流営業部　副部長
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新役職名 氏 名 旧役職名

（出）アスト㈱
　　　　執行役員　物流本部長

奥村 康夫 住宅物流営業本部
住宅物流第２営業部長

（出）ロジ・ソリューション㈱
　　　　ＩＴ担当部長

濱口 三佐夫 センコー情報システム㈱
取締役　公共・品質保証担当

（出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　　専務取締役

清藤 竜信 （出）センコーエーラインアマノ㈱
　　　　常務取締役

（出）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
（兼）関越センコーロジ㈱
　　　　代表取締役社長

（出）センコーファッション物流㈱
　　　　代表取締役社長

大草 久 東東京支店長
（兼）センコーファッション物流㈱
　　　　代表取締役社長

（出）豊橋センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

上村 祐司 （出）センコービジネスサポート㈱
　　　　常務取締役

（出）岡山センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

佐藤 和昭 （出）神奈川センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

（出）九州センコーロジ㈱
　　　　専務取締役

岡田 幸三 南九州支店長

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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