
　平成26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 中四国・九州地区担当の設置
・

② 東日本地区配送ネット構築担当の設置
・

③ 西日本地区配送ネット構築担当の設置
・

④ 海運・通運担当の設置
・

・

⑤ ＣＳ推進部の設置
・

・ なお、現場への経営指導には、ＣＳ担当者と役付役員が帯同するものとする。

(2) 営業機構について

① ファッション物流営業本部の設置
・ ファッション物流の深耕を図るため『ファッション物流営業本部』を設置する。
・

・ また、百貨店物流担当は廃止する。

② 住宅物流営業本部の増強
・
・ 住宅物流営業部を『住宅物流第１営業部』と『住宅物流第２営業部』に分割する。
・ 住設・建材営業部に加え、新たに『住宅物流営業開発部』を新設する。

③ 食品物流営業部の設置
・ ロジスティクス営業本部内に『食品物流営業部』を設置し、食品物流の深耕拡大を図る。

④ 引越営業部の設置
・
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記

中四国・九州地区の今後拡大する業務に備え、生産体制の強化、充実を図るため、『中四国・
九州地区担当』を設置する。

東海地区以東の域内配送ネットの構築を図るため、『東日本地区配送ネット構築担当』を設置
する。

近畿地区以西の域内配送ネットの構築を図るため、『西日本地区配送ネット構築担当』を設置
する。

海運・通運の充実拡大を図るとともに、モーダルシフトの推進を図るため、『海運・通運担当』を
設置する。
なお、現在の通運部の生産体制は、より効率性を図るために大阪主管支店に移管する。通運
部は、全国の通運事業所を管轄するとともに、全国的な鉄道利用の推進を図るものとする。

現在、生産管理本部で管轄するＣＳ推進業務に加え、社長室のヒストリカルリスク管理担当が担
当する全業務に混在するリスクの発掘、また、現場への経営指導も含めたＣＳ体制を推進する
ため、『ＣＳ推進部』を設置する。

これに伴い、ロジスティクス営業本部のアパレル物流営業部と百貨店物流営業部をファッション
物流営業本部に移管し、５００億円の売り上げを目指す。

住宅物流の更なる深耕拡大を図るため、現在の２部体制から４部体制にする。

ロジスティクス営業本部内に『引越営業部』を設置し、病院、図書館引越の拡大および引越事
業の強化を図る。
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　２．支店機構について

(1) 仙台主管支店の名称変更
・

(2) 福島支店の設置
・

・ 福島支店は、東北主管支店が管轄する。

(3) 北大阪支店の設置
・

・ 北大阪支店は、大阪主管支店が管轄する。

(4) 茨城支店を関東主管支店の管轄からはずし、北関東地域の営業拡大を図る。

(5) 国際物流事業本部の強化
・ 海外拠点をエリアに分けて、次の５つの海外エリア事業担当を設置する。

ＡＳＥＡＮエリア事業担当
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
中央アジアエリア事業担当
北米エリア事業担当

・ カザフスタン事業部を発展的に解消し、中央アジアエリア事業担当が管轄する。
・ 国際物流事業部の名称を『国際複合輸送事業部』に変更する。
・ 貿易部内に次の２つのグループを設置する。

化学品・電子材料貿易グループ
商流物流一体化ビジネスグループ

東北全体の物流を統括する戦略的組織とするため、仙台主管支店の名称を変更し、『東北主管支
店』とする。

東北地区の営業の拡大を図るため『福島支店』を設置し、ロジ・ソリューション(株)福島流通センター
を福島支店に移管する。

北大阪地区の営業基盤の強化を図るため、大阪主管支店を分割し、同支店北大阪ＰＤセンター、
京都長岡営業所及び寝屋川ＰＤセンターを切り出し、併せて阪神支店の船場ＰＤセンターを移管
し、『北大阪支店』を設置する。
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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
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
（解）関東主管支店長

山中 一裕 取締役　常務執行役員
関東主管支店長

《執行役員昇格関係》

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）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
（解）百貨店物流担当

大迫 友行 常務執行役員
百貨店物流担当
（兼）東京納品代行㈱
　　　　代表取締役社長

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
（解）（兼）住宅物流営業部長

白木 健一 執行役員
住宅物流営業本部長
（兼）住宅物流営業部長
（兼）Senko Logistics Australia Pty Ltd.
　　　　代表取締役社長

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
（解）海運部長

谷口 玲 執行役員
海運部長
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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
生産管理本部
タイ事務所長
（兼）Ｓｅｎｋｏ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ.，Ｌｔｄ.

　　　　　代表取締役社長
（兼）国際物流事業本部
　　　　　ＡＳＥＡＮエリア事業担当

多田 政美 執行役員
生産管理本部
タイ事務所長
（兼）Ｓｅｎｋｏ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ., Ｌｔｄ.

　　　　　代表取締役社長

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

佐々木 信郎 執行役員
広報担当
（兼）社長室長
（兼）施設管理グループ長

執行役員
関東主管支店長
（解）副主管支店長
（解）（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　　　　　　 代表取締役社長

鶴留 和治 執行役員
関東主管支店　副主管支店長
（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　　　 代表取締役社長

執行役員
商事事業担当付
アスト担当
（解）ケミカル物流営業本部長
（解）（兼）メディカル物流営業部長

伊藤 彰 執行役員
ケミカル物流営業本部長
（兼）メディカル物流営業部長

執行役員
総務担当（兼）中国事務所担当
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　　　代表取締役社長

瑠璃垣 潔 執行役員
総務担当（兼）中国事務所担当

執行役員
名古屋主管支店長
（兼）小牧支店長

池辺 武雄 執行役員
名古屋主管支店長

執行役員
九州主管支店長
（解）（兼）九州業務センター長

後藤 邦彦 執行役員
九州主管支店長
（兼）九州業務センター長
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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）センコー商事㈱
　　　　常務取締役　営業本部長

小路 敏之 （出）センコー商事㈱
　　　　取締役　営業本部長

常務理事
阪神支店長

上村 和夫 阪神支店長

常務理事
(出)センコービジネスサポート㈱
　　　　専務取締役

白須賀 拓也 (出)センコービジネスサポート㈱
　　　　常務取締役

常務理事
南大阪支店長

森口 嘉久 南大阪支店長

常務理事
三重支店長

伊藤 裕之 三重支店長

常務理事
経営戦略室　担当部長
（解）小牧支店長

長友 孝司 小牧支店長

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

杉本 健司 神奈川支店長
（兼）神奈川センコー運輸㈱
　　　　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
ロジスティクス営業本部
　食品物流営業部長
（解）食品物流プロジェクト長

小笠原 雅明 常務理事
ロジスティクス営業本部
　食品物流プロジェクト長

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
（解）企画管理部長

上中 正敦 常務理事
国際物流事業本部
　企画管理部長

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
（解）（兼）国際物流事業部長
（解）（兼）カザフスタン事業部長

内本 隆造 常務理事
国際物流事業本部　副本部長
（兼）国際物流事業部長
（兼）カザフスタン事業部長

常務理事
京滋主管支店長
（解）（兼）京滋業務センター長
（解）（兼）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　　　　　代表取締役社長

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
（兼）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

常務理事
ケミカル物流営業本部長
（解）ケミカル物流営業本部　副本部長
（解）（兼）ケミカル物流第１営業部長

河合 利広 常務理事
ケミカル物流営業本部　副本部長
（兼）ケミカル物流第１営業部長

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
（解）（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
（兼）健康推進グループ長

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
（解）仙台北支店長

鈴木 勉 常務理事
仙台北支店長

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
（解）住宅物流営業部　大阪担当部長

古屋敷 芳弘 常務理事
住宅物流営業本部
　住宅物流営業部　大阪担当部長

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
（解）ロジスティクス営業本部
　　　　アパレル物流営業部長

小林 治彦 常務理事
ロジスティクス営業本部
　アパレル物流営業部長

常務理事
経営管理部長
（兼）経営管理グループ長
（解）（兼）財務経理グループ長

小久保 悟 常務理事
経営管理部長
（兼）経営管理グループ長
（兼）財務経理グループ長
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新役職名 氏 名 旧役職名

常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長
（兼）東北センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

田中 正志 常務理事
仙台主管支店長
（兼）東北センコー運輸㈱
　　　　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

増田 和紀 常務理事
国際物流事業本部
　貿易部長

《関係会社取締役異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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
（解）（兼）センコーエーラインアマノ㈱
　　　 　　　　　　取締役会長

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
（兼）センコーエーラインアマノ㈱
　　　取締役会長

人材教育部長
（解）（兼）㈱クレフィール湖東
　　　 　　　　　　代表取締役社長

森本 康司 人材教育部長
（兼）㈱クレフィール湖東
　　　 　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
　財務経理グループ長

山本 宏 経営管理部

生産管理本部
　安全環境管理部
　　健康推進グループ長

小林 浩二 生産管理本部
　安全環境管理部

住宅物流営業本部
　住宅物流営業開発部長

佐藤 勲 住宅物流営業本部

住宅物流営業本部
　住宅物流第１営業部　副部長

端村 幸雄 住宅物流営業本部

住宅物流営業本部
　住宅物流第２営業部　副部長

山本 和久 住宅物流営業本部

ケミカル物流営業本部
　ケミカル物流第１営業部長

高橋 健二 延岡支店

ロジスティクス営業本部
　引越営業部長

田熊 勝則 ロジスティクス営業本部

京滋業務センター長 水川 広道 京滋業務センター

大阪主管支店
　副支店長

石原 昭三 大阪主管支店

北大阪支店長 朝倉 学 大阪主管支店

国際物流事業本部
　中国東北華北エリア事業担当

岡田 久米男 国際物流事業本部

海運部長 山田 音弥 ケミカル物流営業本部

（出）センコーメディカルロジスティクス㈱
　　　　代表取締役社長

村里 英俊 ケミカル物流営業本部
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

物流経営研究所
　副所長

山本 博司 海運部
　副部長

ＣＳ推進部長 松岡 弘樹 社長室
　経営企画グループ長
　（兼）ヒストリカルリスク管理担当

ＣＳ推進部
　関東ＣＳ・品質担当

安藤 里己 安全品質環境担当
　関東ＣＳ・品質担当

ＣＳ推進部
　関東ＣＳ・品質担当

門村 堅 安全品質環境担当
　関東ＣＳ・品質担当

ＣＳ推進部
　中部・関西ＣＳ・品質担当

岩村 康夫 安全品質環境担当
　中部・関西ＣＳ・品質担当

ＣＳ推進部
　中国・九州ＣＳ・品質担当

岡元 達徳 安全品質環境担当
　中国・九州ＣＳ・品質担当

住宅物流営業本部
　住宅物流第２営業部長

奥村 康夫 住宅物流営業本部
　住宅物流営業部　東京担当部長

（復）ケミカル物流営業本部
　　　　メディカル物流営業部長

一丁田 誠 （出）センコーメディカルロジスティクス㈱
　　　　代表取締役社長

ロジスティクス営業本部
　食品物流営業部　副部長

片岡 哲也 ロジスティクス営業本部
　関西営業部　副部長

ファッション物流営業本部
　百貨店物流営業部長

浦野 雅夫 百貨店物流営業部長

（復）福島支店長 小林 伸 （出）ロジ・ソリューション㈱
　　　　３ＰＬ流通事業担当部長

（復）柏支店長
（兼）柏センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

久保 潤 （出）柏センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

（復）九州主管支店　副支店長
（兼）九州業務センター長

引間 透 （出）東京納品代行㈱
　　　　専務取締役

9



新役職名 氏 名 旧役職名

国際物流事業本部
　貿易部　副部長
 （兼）商流物流一体化ビジネスグループ長

山根 資久 柏支店長

国際物流事業本部
　企画管理部長
（兼）ＡＥＯ総括管理担当

野村 利彦 国際物流事業本部　本部長付
（兼）ＡＥＯ総括管理担当

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

横田 秀満 総務部
中国事務所長

国際物流事業本部
　北米エリア事業担当　営業担当部長

森川 晃 国際物流事業本部　本部長付
　米国担当部長

（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

上村 祐司 （出）東京納品代行西日本㈱
　　　　代表取締役社長

（出）野田センコーロジサービス㈱
　　　　代表取締役社長

渡部 正樹 （出）野田センコーロジサービス㈱
　　　　専務取締役

（出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　　代表取締役社長

雪竹 謙一 （出）滋賀センコー運輸整備㈱
　　　　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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