
　平成29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29年4月1日付機構改正について

　１．持株会社体制への移行について

(1) 持株会社体制移行の目的について

当社は以下の目的により持株会社体制へ移行する。
① ガバナンス体制の強化
② 各事業会社の責任と権限の明確化
③ 意思決定の迅速化

を図ることによって、グループ体制を一層強化し、さらなる企業価値向上を目指す。

(2) 持株会社体制移行による事業会社への事業承継について

・

・

(3) グループ会社統括体制について

・ センコーグループHDとセンコー㈱は一体運営とする。

・ グループ会社を事業区分によって以下の５グループに分ける。
① 物流グループ
② 商事グループ
③ ライフサポート事業グループ
④ 農業事業グループ
⑤ ビジネスサポート事業グループ

・

記

平成29年3月17日
各　　位

大阪市北区大淀中一丁目１番３０号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　ン　コ　ー　株　式　会　社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コード番号　９０６９）

機 構 改 正 並 び に 人 事 発 令 に つ い て

当社は商号をセンコーグループホールディングス㈱（以下センコーグループＨＤ）に変更する。セン
コーグループＨＤは純粋持株会社として、事業会社となるグループ各社の経営管理を行う。

センコー分割準備㈱はセンコー㈱に商号変更し、クレフィール湖東及び潮見SIFビルの資産による
テナント事業を除く、当社の全ての事業を承継する。

グループ会社のうち、センコー㈱、㈱ランテック、センコー商事㈱、㈱スマイル、アスト㈱の５社は各
事業グループ内の会社を統括管理する中核会社とする。
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　２．センコーグループＨＤ機構について

(1) 担当・部の設置について

1) 担当の設置

・ センコーグループHDに『物流事業担当』を設置する。

・ センコーグループHDに『冷凍冷蔵物流事業担当』を設置する。

・ センコーグループHDに『商事事業担当』を設置する。

・

・

・

2) 部・室の設置

・ センコーグループＨＤにグループ全体の監査事項の統括管理を行う『監査室』を設置する。
　

・

3) センコーグループＨＤへの部門移管

・ センコーグループＨＤに『ライフサポート事業推進本部』を移管する。

・ また、ライフサポート事業推進本部から『農業ビジネス事業推進部』を切り出す。

・

センコーグループHDにグループ全体の経営方針企画立案・統括管理を行う『経営戦略担当』を
設置する。

純粋持株会社としてのIR活動やグループ全体の企業価値を高める企画の立案や広報活動を
行う『広報・ＩＲ担当』を設置する。

グループ全体の情報インフラの整備や維持管理、新たなＩＴ推進事業への企画、及び人材教育
を行う『ＩＴ・人事教育担当』を設置する。

中国、ＡＳＥＡＮエリアにおける海外現地法人の経営管理指導を行う『国際事業担当』を設置す
る。

グループ全体のシェアードサービス機能を統括推進する『ビジネスサポート事業推進本部』を設
置し、本部内に『企画管理部』を置く。

農業ビジネス事業推進部に、推進部全体の企画、運営を行うと共に、農業事業創出の調査、研
究及びM＆Ａ等を担務する『事業企画室』、農業事業、ファーム事業を担務する『ベジファクトリ
事業推進室』、新事業として農業ビジネスを行う新会社設立に向けた準備を担務する『センコー
アグリ設立準備室』を設置する。
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(2) 担当内・部内機構について

1) 経営戦略担当の所管部門

・ センコーグループＨＤ経営戦略担当所管へ『経営戦略室』を移管する。

・

　
2) 広報・ＩＲ担当の所管部門

・ 社長室をセンコーグループＨＤ広報・ＩＲ担当所管へ移管し、『広報室』に名称変更する。
　

3) ＩＴ・人事教育担当の所管部門

・

・ 『人材教育部』をセンコーグループＨＤ　ＩＴ・人事教育担当所管へ移管する。

・

4) 国際事業担当の所管部門

・

　３．プロジェクト体制について

・

総務部『中国事務所』並びに生産管理本部『ＡＳＥＡＮエリア事務所』をセンコーグループＨＤ国
際事業担当所管へ移管する。

ビッグデータプロジェクトは、物流のみならずグループ全体の各事業及び新事業へのビッグデータ活用
を見据える中、センコーグループＨＤへ移管する。

センコーグループＨＤ経営戦略室に金融政策を担務する『財務経理グループ』、M＆Aや新規
事業を担務する『事業開発グループ』及び、グループ全体の健康推進方針決定や法令対応等
を担務する『健康推進部』を設置する。
また、『物流経営研究所』　を移管する。

生産管理部ＩＴ推進グループをセンコーグループＨＤ　ＩＴ・人事教育担当所管へ移管し、『ＩＴ推
進部』に名称変更する。

センコーユニバーシティの企画運営をセンコーグループＨＤ　ＩＴ・人事教育担当所管へ移管
し、『センコーユニバーシティ』を設置する。
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Ⅱ.センコー㈱　平成29年4月1日付機構改正について

　１．本社機構について

(1) 管理機構について

1) 『経営管理本部』の設置と、経営管理部と生産管理本部の統合再編

・

・

・ 生産管理本部の『生産管理部』は『経営管理部』と統合し発展的に解消する。

・

(2) 営業機構について

1) 『ロジスティクス営業本部』『ファッション物流営業本部』の統合再編

・

　
・

　
・ 『食品物流営業部』は関東営業部に統合し、組織のスリム化を図る。

　２．支店機構について

(1) 中部地区国際物流海貨拠点の移管

・

　
(2) 北大阪支店京都地区営業所のグループ会社移管

・

(3) 国際物流事業本部内の通関関連事業部の統合

・

北大阪支店『京都長岡営業所』の柏支店特積業務を除く全ての業務と『京都トランクルーム』を、京
都センコー運輸㈱に移管し、地域に密着した物流サービスを提供すると共に、地域競争力を高め
る。

国際物流事業本部『国際複合輸送事業部』と『通関事業部』を統合、『国際複合輸送・通関事業部』
として通関関連事業部をスリム化し、体制強化を図る。

生産管理本部と、経営管理部を統合した『経営管理本部』を設置し、生産性、会社法規・税制
面などの総合的な施策によりグループ利益を追求する組織として、情報集中による企画管理力
の強化と、収支管理や経営分析などの重複業務の効率化を図る。

経営管理本部には、『経営管理部』と、生産管理本部の『自動車事業管理部』　『倉庫事業管理
部』『通運事業管理部』を移管し統括する。

東日本地区配送ネット構築担当付関東自動車管理部長は、自動車事業管理部の管轄下に変
更する。

『国際物流営業部』を『韓国事業推進室』に名称変更し、韓国事業の拡大に向け、体制強化を
図る。

チェーンストアなどをはじめとした小売店舗や百貨店などの商圏に対し、総合的に販路を拡大
していく為に、『ファッション物流営業本部』をロジスティクス営業本部管轄内へ編入し、『ファッ
ション物流営業部』に名称変更する。ファッション物流営業本部『東日本営業部』『西日本営業
部』は発展的に解消する。

中部地区の海貨拠点である三重支店『国際物流四日市センター』を名古屋へ移転、名古屋主管支
店『国際物流名古屋センター』として中部地区全域をカバーする中心に拠点を置き、輸送コストの
削減、保管・配送の一貫サービス提供等による商圏の拡大を図る。
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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

《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
代表取締役社長
（兼）物流事業担当
（兼）ビジネスサポート事業推進本部長

福田 泰久 センコー㈱
代表取締役社長

センコーグループホールディングス㈱
代表取締役
農業ビジネス事業推進部長

藤森 正三 センコー㈱
代表取締役副社長執行役員
ケミカル物流営業担当

センコーグループホールディングス㈱
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

川瀬 由洋 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
取締役常務執行役員
広報・ＩＲ担当
（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 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
取締役
商事事業担当
（兼）センコー商事㈱　取締役会長
（兼）㈱丸藤　代表取締役社長
（兼）㈱オバタ　代表取締役社長

手塚 武與 センコー㈱
取締役副社長執行役員
商事事業担当
（兼）センコー商事㈱　代表取締役社長
（兼）㈱丸藤　代表取締役社長
（兼）㈱オバタ　代表取締役社長

センコーグループホールディングス㈱
取締役
国際事業担当

田中 健悟 センコー㈱
取締役専務執行役員
ＡＥＯ担当
（兼）国際物流事業本部長
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《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
取締役
（兼）センコー商事㈱
　　　　代表取締役社長

米司 博 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
取締役

谷口 玲 センコー㈱
取締役常務執行役員
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

センコーグループホールディングス㈱
取締役

嘉永 良樹 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
社外取締役（非常勤）

飴野 仁子 センコー㈱
社外取締役（非常勤）

センコーグループホールディングス㈱
社外取締役（非常勤）

尾島 史賢 センコー㈱
社外取締役（非常勤）
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《監査役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
監査役（常勤）

澤田 孝志 センコー㈱
監査役（常勤）

センコーグループホールディングス㈱
監査役（常勤）

石岡 孝伸 センコー㈱
監査役（常勤）

センコーグループホールディングス㈱
監査役（常勤）

吉本 惠一郎 センコー㈱
監査役（常勤）

センコーグループホールディングス㈱
監査役（常勤）

松原 圭治 センコー㈱
監査役（常勤）

《担当役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
冷凍冷蔵物流事業担当
（兼）㈱ランテック
　　　　　代表取締役社長
（兼）㈱光輝
　　　　　代表取締役社長

山中 一裕 ㈱ランテック
　　代表取締役社長
（兼）㈱光輝
　　　　　　代表取締役社長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
常務執行役員
経営戦略担当
（兼）経営戦略室長

上中 正敦 センコー㈱
執行役員
国際物流事業本部　副本部長
（兼）通関事業部長

《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
常務執行役員
ライフサポート事業推進本部長

白木 健一 センコー㈱
常務執行役員
ライフサポート事業推進本部長

センコーグループホールディングス㈱
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
（兼）センコークリエイティブマネジメント㈱
　　　　代表取締役社長

多田 政美 センコー㈱
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
（兼）センコークリエイティブマネジメント㈱
　　　　代表取締役社長

センコーグループホールディングス㈱
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

瑠璃垣 潔 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
執行役員
ＡＳＥＡＮエリア事務所長
（兼）SENKO　(TＨＡＩＬＡＮＤ)　Co., Ltd.
　　　 代表取締役社長

大野 茂 センコー㈱
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
（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

センコーグループホールディングス㈱
常務理事
ライフサポート事業推進本部
事業企画室長

増田 康裕 センコー㈱
ライフサポート事業推進本部
事業企画室長

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

髙玉 正明 センコー㈱
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
（兼）SMI-SENKO LOGISTICS PTE., LTD
　　　　代表取締役社長

センコーグループホールディングス㈱
常務理事
経営戦略室
財務経理グループ長
（兼）ビジネスサポート事業推進本部
　　　企画管理部長

高畠 勇二 旭化成㈱
経理部
延岡経理室長
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
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 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
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

横田 秀満 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
（兼）総務部　中国事務所長

センコーグループホールディングス㈱
常務理事待遇
人材教育部　教育担当
（兼）センコーユニバーシティ担当

森本 康司 センコー㈱
常務理事待遇
センコーユニバーシティ担当
（兼）人材教育部　教育担当

センコーグループホールディングス㈱
常務理事
ＩＴ推進部長付部長

伊﨑 繁富 センコー㈱
常務理事
生産管理本部
生産管理部　ＩＴ推進グループ長

センコーグループホールディングス㈱
常務理事
農業ビジネス事業推進部
事業企画室長
（兼）ベジファクトリ事業推進室長
（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 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
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 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
常務理事
北海道営業担当
（兼）センコー㈱
　　　　常務理事
（兼）三協物流荷役㈱
　　　　取締役会長

鈴木 勉 センコー㈱
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
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
ＡＳＥＡＮエリア事務所　副所長

村越 政秋 センコー㈱
生産管理本部
ＡＳＥＡＮエリア事務所

《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコーグループホールディングス㈱
経営戦略室
外国人就労支援準備室　担当部長

菅野 祐一 センコー㈱
経営戦略室
外国人就労支援準備室　担当部長

センコーグループホールディングス㈱
経営戦略室　事業開発グループ長
（兼）農業ビジネス事業推進部
　　　センコーアグリ設立準備室長

初村 美宏 センコー㈱
ライフサポート事業推進本部長付部長

センコーグループホールディングス㈱
経営戦略室
物流経営研究所長

藤原 正邦 センコー㈱
物流経営研究所長

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

山本 博司 センコー㈱
物流経営研究所　副所長

センコーグループホールディングス㈱
経営戦略室
健康推進部長

宮永 健一郎 全センコー労働組合
中央執行委員長

センコーグループホールディングス㈱
広報室長

吉村 伸三 センコー㈱
社長室
広報・ＩＲグループ長

センコーグループホールディングス㈱
ＩＴ推進部長
（兼）センコー情報システム㈱
　　　取締役

辻 法久 センコー情報システム㈱
取締役

センコーグループホールディングス㈱
人材教育部長

秋山 政泰 センコー㈱
人材教育部長

センコーグループホールディングス㈱
監査室長
（兼）内部統制グループ長
（兼）センコー㈱
　　　監査室長

松岡 弘樹 センコー㈱
監査室長
（兼）内部統制グループ長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

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

尾崎 重光 センコー㈱
監査室長付部長
東京駐在

センコーグループホールディングス㈱
監査室
内部監査グループ長

北野 洋一 センコー㈱
監査室
内部監査グループ長

センコーグループホールディングス㈱
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 センコー㈱
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

センコーグループホールディングス㈱
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

渡部 正樹 センコー㈱
生産管理本部
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

センコーグループホールディングス㈱
ライフサポート事業推進本部長付部長
（兼）センコーフーズ㈱
　　　　代表取締役社長

浦野 雅夫 センコー㈱
ファッション物流営業本部
西日本営業部長

センコーグループホールディングス㈱
ライフサポート事業推進本部
ホテル事業準備室長

長谷川 貴久 センコー㈱
ライフサポート事業推進本部
ホテル事業準備室長

センコーグループホールディングス㈱
ライフサポート事業推進本部
プランニング事業推進部長

太田 勝久 センコー㈱
ライフサポート事業推進本部
プランニング事業推進部長
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Ⅴ.センコー㈱の役員人事について

《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
代表取締役社長

福田 泰久 センコー分割準備㈱
代表取締役社長

センコー㈱
代表取締役副社長執行役員
ＡＥＯ担当
（兼）国際物流事業本部長

髙梨 利雄 旭化成㈱
専務執行役員
繊維事業本部長

センコー㈱
取締役副社長執行役員
海運・通運担当
（兼）安全品質環境担当

谷口 玲 センコー㈱
取締役常務執行役員
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

センコー㈱
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 センコー㈱
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

センコー㈱
取締役常務執行役員
埼玉主管支店長
（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
（兼）関東ブロック配送ネット構築担当

大越 昇 センコー㈱
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

センコー㈱
取締役常務執行役員
経営管理本部長

上中 正敦 センコー㈱
執行役員
国際物流事業本部　副本部長
（兼）通関事業部長
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《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
取締役

米司 博 センコー㈱
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

センコー㈱
取締役（非常勤）

飴野 仁子 センコー㈱
社外取締役（非常勤）

センコー㈱
取締役（非常勤）

尾島 史賢 センコー㈱
社外取締役（非常勤）
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《監査役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
監査役

澤田 孝志 センコー㈱
監査役（常勤）

センコー㈱
監査役

石岡 孝伸 センコー㈱
監査役（常勤）

センコー㈱
監査役

吉本 惠一郎 センコー㈱
監査役（常勤）

センコー㈱
監査役

松原 圭治 センコー㈱
監査役（常勤）
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
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 センコー㈱
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

センコー㈱
常務執行役員
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 センコー㈱
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

センコー㈱
常務執行役員
ロジ・ソリューション㈱
　代表取締役社長

藤田 浩二 センコー㈱
執行役員
ロジ・ソリューション㈱
　代表取締役社長

センコー㈱
執行役員
総務部長
（兼）法務グループ長

竹谷 聡 センコー㈱
常務理事
総務部長

センコー㈱
執行役員
ロジスティクス営業本部　副本部長

石田 裕二 センコー㈱
常務理事
ロジスティクス営業本部　副本部長
（兼）関東営業部長
（兼）食品物流営業部長

センコー㈱
執行役員
阪神支店長

上村 和夫 センコー㈱
常務理事
阪神支店長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
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

森口 嘉久 センコー㈱
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

センコー㈱
執行役員
人事部長

長友 孝司 センコー㈱
常務理事
経営戦略室長

センコー㈱
執行役員
センコーエーラインアマノ㈱
　代表取締役社長

杉本 健司 センコー㈱
常務理事
センコーエーラインアマノ㈱
　代表取締役社長

センコー㈱
執行役員
センコービジネスサポート㈱
　代表取締役社長

伊庭 髙志 旭化成㈱
購買・物流統括部長
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《執行役員異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
執行役員
東京主管支店長

篠原 信治 センコー㈱
執行役員
東京主管支店長
（兼）南関東業務センター長

センコー㈱
執行役員
国際物流事業本部　副本部長

髙見澤 博之 センコー㈱
執行役員
国際物流事業本部
国際複合輸送事業部長

センコー㈱
執行役員
関東主管支店長
（兼）関東業務センター長

伊藤 知彦 センコー㈱
執行役員
関東主管支店長
（兼）関東業務センター長
（兼）野田センコーロジサービス㈱
　　　　代表取締役社長

センコー㈱
執行役員
国際物流事業本部
ＡＳＥＡＮエリア事業担当

大野 茂 センコー㈱
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

アクロストランスポート㈱
　取締役会長

大迫 友行 センコー㈱
専務執行役員
ファッション物流営業本部長

札幌センコー運輸㈱
　代表取締役社長

前田 龍宏 センコー㈱
執行役員
静岡支店長
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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

センコー㈱
常務理事
センコー商事㈱
  常務取締役

横山 隆一 センコー商事㈱
　取締役
（兼）センコーフーズ㈱
　　　　代表取締役社長

センコー㈱
常務理事
㈱センコー保険サービス
　　代表取締役社長

川上 秀之 センコー㈱
社長室
営業企画グループ長

センコー㈱
常務理事
経営管理本部
通運事業管理部長

上田 良範 センコー㈱
生産管理本部
通運事業管理部長

センコー㈱
常務理事
静岡支店長
（兼）大東センコーアポロ㈱
　　　　代表取締役社長

大島 満 富士センコー運輸㈱
　代表取締役社長

センコー㈱
常務理事
京滋東支店長

鳥居 健一 センコー㈱
京滋東支店長

センコー㈱
常務理事
センコーファッション物流㈱
　代表取締役社長

大草 久 センコーファッション物流㈱
　代表取締役社長

センコー㈱
常務理事
江坂運輸㈱　代表取締役社長
（兼）阪神運送㈱　代表取締役社長
（兼）東京納品代行㈱　取締役
（兼）東京納品代行西日本㈱
　　　　代表取締役社長

八巻 達也 江坂運輸㈱　代表取締役社長
（兼）阪神運送㈱　代表取締役社長
（兼）東京納品代行㈱　取締役
（兼）東京納品代行西日本㈱
　　　　代表取締役社長
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《常務理事昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
常務理事
ロジ・ソリューション㈱
　常務取締役

中谷 祐治 ロジ・ソリューション㈱
　取締役

センコー㈱
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

久保 潤 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

センコー㈱
常務理事
海運部長

山田 音弥 センコー㈱
海運部長

センコー㈱
常務理事
国際物流事業本部
国際複合輸送・通関事業部長

高橋 健二 センコー㈱
ケミカル物流営業本部
ケミカル物流営業部長
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
常務理事
ロジスティクス営業本部　副本部長

小林 治彦 センコー㈱
常務理事
ファッション物流営業本部　副本部長

センコー㈱
常務理事
広島支店長

小久保 悟 センコー㈱
常務理事
広島支店長
（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

センコー㈱
常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長
（兼）福島支店長

田中 正志 センコー㈱
常務理事
東北主管支店長
（兼）仙台北支店長

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

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

センコー㈱
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

髭 幸治 センコー㈱
常務理事
埼玉南支店長

センコー㈱
常務理事
安全品質環境管理部長
（兼）環境推進グループ長

井澤 公男 センコー㈱
常務理事
生産管理本部
生産管理部長

センコー㈱
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 センコー㈱
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
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《常務理事異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
常務理事
特命担当

鷲田 正己 センコー㈱
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
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《関係会社取締役関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱センコー保険サービス
　　相談役

寺町 博文 ㈱センコー保険サービス
　　代表取締役社長

センコービジネスサポート㈱
　会長

尾池 和昭 センコービジネスサポート㈱
　代表取締役社長

大阪センコー運輸㈱
　相談役

宮津 純二 大阪センコー運輸㈱
　取締役会長

東北センコー運輸㈱
　代表取締役社長

荒 賢一 東北センコー運輸㈱
　専務取締役

SENKO (U.S.A.) Inc.
　上級副社長
（兼）SENKO LOGISTICS MEXICO S.A, DE C.V.

　　　　代表取締役社長

城田 俊雄 SENKO (U.S.A.) Inc.
　上級副社長
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《部長昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
人事部
人事グループ長

野々 哲也 センコー㈱
人事部

センコー㈱
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

赤堀 裕 センコー㈱
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

センコー㈱
ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部長

岡島 正記 センコー㈱
ファッション物流営業本部
東日本営業部　副部長

センコー㈱
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

溝上 申治 センコー㈱
ファッション物流営業本部

センコー㈱
ロジスティクス営業本部
関東営業部長

田中 久敬 センコー㈱
ロジスティクス営業本部
関東営業部　副部長

センコー㈱
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

佐々木 貴之 センコー㈱
関東主管支店

センコー㈱
南関東業務センター長

人見 浩司 センコー㈱
南関東業務センター

センコー㈱
広島支店　副支店長
（兼）山陽センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

椎原 真也 センコー㈱
広島支店

センコー㈱
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

美淋 浩由 センコー㈱
国際物流事業本部

ロジ・ソリューション㈱
　流通西日本コンサル部長

濱野 高益 ロジ・ソリューション㈱

富士センコー運輸㈱
　代表取締役社長

江藤 寅雄 センコー㈱
静岡支店
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
経営管理本部
経営管理部
経営管理グループ長

清藤 竜信 センコーエーラインアマノ㈱
　専務取締役

センコー㈱
経営管理本部
経営管理部
財務経理グループ長

山本 宏 センコー㈱
経営管理部
財務経理グループ長

センコー㈱
経営管理本部
自動車事業管理部長

伊達 真一 センコー㈱
生産管理本部
自動車事業管理部長

センコー㈱
経営管理本部
自動車事業管理部
関東自動車管理部長

平山 浩司 センコー㈱
東日本地区配送ネット構築担当付
関東自動車管理部長

センコー㈱
経営管理本部
倉庫事業管理部長

古屋 浩一 センコー㈱
生産管理本部
倉庫事業管理部長

センコー㈱
安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ長

表 卓哉 センコー㈱
安全品質環境管理部
ＣＳ・品質管理グループ
関東ＣＳ・品質担当部長

センコー㈱
ケミカル物流営業本部
ケミカル物流営業部長

田中 潤一 センコー㈱
静岡支店　副支店長

センコー㈱
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

藤原 昭喜 センコー㈱
ロジスティクス営業本部
国際物流営業部長
（兼）NH-SENKO Logistics Co.,Ltd.
　　　　代表取締役社長

センコー㈱
ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部長付部長

佐藤 和生 センコー㈱
ファッション物流営業本部
東日本営業部長付部長

センコー㈱
ロジスティクス営業本部
ファッション物流営業部長付部長

立山 義晴 センコー㈱
ファッション物流営業本部
東日本営業部長付部長

センコー㈱
ロジスティクス営業本部
中部営業部長

田村 哲也 センコー㈱
小牧支店長
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

センコー㈱
札幌主管支店　副支店長

小阪 英智 センコー㈱
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

センコー㈱
埼玉南支店長

朝倉 学 センコー㈱
北大阪支店長

センコー㈱
中部業務センター長

高見 邦彦 三協貨物㈱
　代表取締役社長

センコー㈱
静岡支店　副支店長

村松 重孝 センコー㈱
ファッション物流営業本部
東日本営業部長

センコー㈱
小牧支店長

宮地 則彦 センコー㈱
名古屋主管支店　副支店長

センコー㈱
北大阪支店長

小林 伸 センコー㈱
福島支店長

センコー㈱
岡山業務センター長

寺元 謙治 センコー㈱
中部業務センター長

国際物流事業本部
北米エリア事業担当　営業担当部長
（兼）Mexicana de Paqueteria Urgente,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
（兼）SENKO LOGISTICS MEXICO S.A, DE C.V.

　　　　代表取締役社長

東京納品代行㈱
　取締役　経営管理本部長

戸張 利明 センコー㈱
経営管理部
経営管理グループ長

センコーファッション物流㈱
　取締役　管理部長

鈴木 裕二 東京納品代行㈱
　取締役　経営管理本部長

東海センコー運輸㈱
　代表取締役社長

早瀬 典男 センコー㈱
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
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《部長異動関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

滋賀センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長
（兼）センコー㈱
　　　　京滋主管支店　副支店長

雪竹 謙一 滋賀センコー運輸整備㈱
　代表取締役社長

京都センコー運輸㈱
　代表取締役社長

辻田 和浩 センコー㈱
ロジスティクス営業本部
中部営業部長

阪神センコー運輸㈱
　代表取締役社長

渡辺 雅彦 阪神センコー運輸㈱
　代表取締役社長
（兼）京都センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長

三協貨物㈱
　代表取締役社長

野口 広己 センコー㈱
岡山業務センター長

センコープランテック㈱
　代表取締役社長

早石 朝廣 センコー㈱
厚木支店長
（兼）厚木センコー運輸㈱
　　　　代表取締役社長
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Ⅶ.㈱ランテックの役員人事について

《役員関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱ランテック
相談役

瀧内 貞男 ㈱ランテック
代表取締役会長

㈱ランテック
常務取締役
安全品質管理、情報システム、ＣＳＲ推進担当
（兼）情報システム部長

樋口 正博 ㈱ランテック
取締役
人事、情報システム、運輸・安全管理担当
（兼）情報システム部長

㈱ランテック
常務取締役
経営企画、総務、経理、人事担当
（兼）経営企画室長
（兼）総務部長
（兼）センコー㈱
　　　　常務理事

舛元 健了 ㈱ランテック
取締役
経営企画、総務、経理、ＣＳＲ推進担当
（兼）経営企画室長
（兼）総務部長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱ランテック
上席執行役員
関西地区担当
（兼）関西営業本部長

赤木 良平 ㈱ランテック
執行役員
関西営業本部長
（兼）関西地区担当

㈱ランテック
上席執行役員
関東地区担当
（兼）関東営業本部長

滝沢 英貴 ㈱ランテック
執行役員
関東営業本部長
（兼）関東地区担当

㈱ランテック
上席執行役員
営業統括担当
（兼）九州地区担当
（兼）九州営業本部長

加藤田 秀之 ㈱ランテック
執行役員
九州営業本部長
（兼）営業統括担当
（兼）九州地区担当

㈱ランテック
上席執行役員
運行管理、車輌・設備管理担当
（兼）経営企画室部長
（兼）車輌・設備管理部長

原 弘規 ㈱ランテック
執行役員
車輌・設備管理部長
（兼）経営企画室部長

㈱ランテック
執行役員
海外事業担当
（兼）海外事業部長
（兼）センコー㈱
　　　　国際物流事業本部長付
　　　　三温度帯事業担当部長

福井 晴喜 ㈱ランテック
海外事業部長
（兼）センコー㈱
　　　　国際物流事業本部長付
　　　　三温度帯事業担当部長

㈱ランテック
執行役員
広島支店長

玉川 明 ㈱ランテック
広島支店長
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《執行役員昇格関係》

新役職名 氏 名 旧役職名

㈱ランテック
執行役員
安全品質管理部長

黒田 浩一 ㈱ランテック
運輸・安全管理部長代理

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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