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平成 28 年 3 月 28 日

各位

会社名  三井倉庫ホールディングス株式会社

代表者名       代表取締役 藤 岡 圭

（コード番号 9302 東証第 1 部）

問合せ先       広報室長 坂本 優香

（TEL：03-6400-8017）

新経営体制及び代表取締役・執行役員の人事異動のお知らせ

当社ｸﾞﾙｰﾌﾟは、平成 28 年４月１日付にて、組織体制の変更及び、取締役・執行役員の異動

を行うとともに、平成 28 年 6 月ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社定時株主総会にて選任いただく取締役・執行役

員候補を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 平成 28 年 4 月 1 日付三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社組織体制

（1）取締役・執行役員

（兼任状況はｸﾞﾙｰﾌﾟ事業会社の役員のみ記載）

新役職名 現役職名 氏名

取締役会長

取締役会議長

兼 三井倉庫株式会社取締役会長

同左 田村 和男

代表取締役社長

ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO

兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長

兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE 

LTD Director, Chairman CEO 

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社取締役会長

代表取締役社長

ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO

兼 三井倉庫株式会社代表取締役社長

兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE 

LTD Chairman of the Board, CEO 

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社取締役会長

藤岡 圭

代表取締役常務取締役 

社長補佐

代表取締役常務取締役

不動産事業管掌

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社取締役 

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社取締役

会長 兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

株式会社取締役

碇 誠
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新役職名 現役職名 氏名

代表取締役常務取締役 

社長補佐 

兼 三井倉庫株式会社取締役 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

株式会社取締役 

代表取締役常務取締役

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者

兼 企業管理管掌

兼 三井倉庫株式会社取締役

中谷 幸裕

常務取締役 

財務経理・事業管理管掌 

兼 最高財務責任者 

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社取締役 

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社監査役 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社監査役 

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社監査役

常務取締役

財務経理管掌 

兼 最高財務責任者

中山 信夫

取締役上級執行役員

企業管理管掌（CCO） 

兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL 

 PTE LTD  Director

取締役上級執行役員

総務人事連結企業管掌

兼 MITSUI-SOKO INTERNATIONAL  

PTE LTD  Director

小川 良司

取締役上級執行役員

企画・調査・事業開発管掌 

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社取締役 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役 

副社長

取締役上級執行役員

企画事業開発広報管掌

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社取締役 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役

副社長

古賀 博文

社 外 取 締 役（非常勤） 同左 内田 和成

社 外 取 締 役（非常勤） 同左 古橋 衞

上級執行役員

不動産事業管掌 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役

同左

増田 孝義

上級執行役員

広報・HR・IT 管掌 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

株式会社取締役

執行役員 企画事業開発広報担当 

兼 経営企画室長 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

株式会社取締役

和田 慶二

上級執行役員

ﾘｽｸ管理・法務担当

兼 法務部長 

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社監査役 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

株式会社監査役

執行役員 法務ﾘｽｸ管理担当

菅原 章文

執行役員

人事担当
人事部長 寺田 幸弘

執行役員

情報ｼｽﾃﾑ担当
情報ｼｽﾃﾑ部長 糸居 祐二

常任常勤監査役

兼 三井倉庫株式会社監査役
同左 笹尾 新一郎

常勤社外監査役 

兼 三井倉庫株式会社監査役
同左 大久保 慶一

社外監査役（非常勤） 同左 須藤 修

社外監査役（非常勤） 同左 小澤 元秀
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（2）経営体制および幹部社員（別紙）

（3）取締役の退任

新役職名 現役職名 氏名

－ 取締役上級執行役員

副財務責任者

三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社取締役

佐藤 誠治

2. 平成 28 年４月 1 日付子会社組織体制の内容

（1） 三井倉庫株式会社

① 取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

取締役会長

取締役会議長

同左
田村 和男

代表取締役社長

最高経営責任者

同左
藤岡 圭

代表取締役専務取締役 

港湾運送事業管掌

同左
田原口 誠

代表取締役専務取締役 

倉庫事業管掌 

同左
道瀬 英二

常務取締役 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門長 

兼 関西支社長（在、関西）

取締役上級執行役員

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門長 小田中 修

取締役上級執行役員

企業管理部門長

同左
松川 昇

取締役上級執行役員

倉庫営業部門長 

兼 倉庫営業担当

執行役員

倉庫営業担当 兼 営業統括部長 田中 英介

取締役上級執行役員

ターミナル事業担当

取締役上級執行役員

港運統括担当
若野 英樹

取締役（非常勤） 同左 中谷 幸裕

執行役員

関東支社長 

兼 東京支店長

執行役員

関東支社長 坪田 弘之

執行役員

中部支社長 

兼 名古屋支店長

同左

中西 紀之

執行役員 執行役員

三井倉庫九州株式会社代表取締役社長
當銀 政彦

執行役員

沖縄事業担当

執行役員

港運営業担当 兼 港運営業部長
福島 則之
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新役職名 現役職名 氏名

執行役員

業務品質管理担当 

兼 業務品質管理統括部長

業務品質管理統括部長

上條 ひろみ

執行役員

三井倉庫九州株式会社代表取締役社長

同左
福田 智明

執行役員

代理店事業担当 

兼 代理店事業部長

中部港運支店長

河田 裕文

監査役（非常勤） 同左 笹尾 新一郎

監査役（非常勤） 同左 大久保 慶一

② 経営体制および幹部社員（別紙）

③ 執行役員の退任

新役職名 現役職名 氏名

－ 執行役員関西支社長 後藤 大輔

（２） MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE LTD 

① 取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

Director  Chairman

CEO
同左 藤岡 圭

Managing Director 

COO
同左 宮島 義明

Director 

欧州事業統括 

兼 国際輸送事業統括 

同左 高遠 健治

Director 

ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括
同左 伊藤 博

Director 

米州事業統括 

兼 Mitsui-Soko(Americas) Inc.社長

同左 鳥井 宏

Director （非常勤） 同左 小川 良司

Executive Officer 

国際輸送事業担当
同左 池田 隆二

Executive Officer 

三井倉庫 NEA株式会社代表取締役社長 

兼 三井倉庫ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式会社代表取締役社長

同左 細田 昌嗣
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Executive Officer 

兼 Mitsui-Soko(Europe)s.r.o.社長 
同左 小川 一

Executive Officer 

企業管理担当 

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ営業担当  

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ担当

同左 名取 裕基

Executive Officer 

Mitsui-Soko Southeast Asia

PTE LTD社長 

兼 企業管理部長

Executive Officer 

Mitsui-Soko Southeast Asia  

PTE LTD社長 
金井 重樹

Executive Officer 

三井倉庫（中国）投資有限公司董事長 
同左 甲斐 英樹

② 経営体制および幹部社員（別紙）

（３）三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社

①取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

取締役会長 同左 藤岡 圭

代表取締役社長 同左 久保 高伸

代表取締役専務取締役

営業統括 

兼 調達・混載室 

兼 品質・改善推進室 

兼 国内事業 

兼 海外事業 管掌  

兼 欧州アフリカ担当

同左 郷原 健

常務取締役

中日本担当

常務取締役

中日本担当 兼 品質・改善推進室長
早川 潔

取締役

総務経理管掌
同左 和田 泰彦

執行役員

西日本担当
同左 名倉 充男

執行役員

中国担当
同左 松岡 秀夫

執行役員

東日本担当 兼 特命担当
同左 湯澤 重明

執行役員

アジア担当
同左 栗田 忠久

執行役員

米州担当
同左 佐藤 良典

執行役員

東日本業務担当

兼東京業務部長

同左 土屋 彰敏
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監査役（非常勤） 同左 魚住 吉博

監査役（非常勤） 同左 中山 信夫

② 経営体制および幹部社員（別紙）

（４）三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

① 取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

代表取締役社長執行役員

最高経営責任者
同左 石田 幸男

取締役執行役員

SCM営業本部長
同左 恵谷 洋

取締役（非常勤） 新任 中山 信夫

執行役員

家電量販営業本部長
同左 上田 邦雄

監査役（非常勤） 同左 菅原 章文

② 経営体制および幹部社員（別紙）

③ 取締役の退任

新役職名 現役職名 氏名

－ 取締役（非常勤） 碇  誠

－ 取締役（非常勤） 佐藤 誠治

（５）三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社

① 取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

代表取締役社長 新任 木納 裕

取締役 代表取締役社長 池田 求

取締役（非常勤） 同左 古賀 博文

執行役員

事業企画部長
同左 関 康茂

監査役（非常勤） 同左 中山 信夫
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② 経営体制および幹部社員（別紙）

③ 取締役の退任

新役職名 現役職名 氏名

－ 取締役会長 碇  誠

（６）三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社

① 取締役・執行役員

新役職名 現役職名 氏名

代表取締役社長

経営全般
同左 川﨑 成一

取締役

ｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾅｼﾞｰ推進管掌
新任 中谷 幸裕

取締役

ｴｱｰﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾅｼﾞｰ推進管掌

取締役

特命事項
中島 正則

取締役（非常勤） 同左 和田 慶二

取締役（非常勤） 同左 駒田 一彦

上級執行役員

経営企画担当
新任 関取 高行

執行役員

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ担当

執行役員

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ担当
車木 潤一

執行役員

人事・総務担当
同左 清野 哲也

執行役員

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当

執行役員

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（国内事業）担当
田中 忠司

執行役員

経理・財務担当

執行役員

経営管理担当
太田 尚宏

執行役員

ｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾅｼﾞｰ推進担当
特命担当役員室統括部長 角田 憲彦

監査役（非常勤） 同左 菅原 章文

② 経営体制および幹部社員（別紙）

③ 取締役の退任

新役職名 現役職名 氏名

－ 取締役 碇  誠



8 

（７）三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社

① 取締役

新役職名 現役職名 氏名

代表取締役会長 同左 渡部 司

代表取締役社長 同左 矢川 康治

取締役副社長（非常勤） 同左 古賀 博文

常務取締役

事業企画管掌
同左 滋野 日出人

取締役（非常勤） 同左 渡部 智

取締役（非常勤） 同左 増田 孝義

監査役（非常勤） 同左 中山 信夫

② 経営体制および幹部社員（別紙）

3. 平成 28 年 6 月 24 日付三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社人事異動（予定）

（1） 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

常務取締役

企画・調査・事業開発管掌

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社

取締役

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社

取締役副社長

取締役上級執行役員 

企画・調査・事業開発管掌 

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社取締役 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役副社

長

古賀 博文

取締役上級執行役員

広報・HR・IT 管掌 

兼 三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社 

取締役 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

株式会社取締役 

上級執行役員

広報・HR・IT 管掌 

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 

株式会社取締役
和田 慶二

取締役上級執行役員

不動産事業管掌

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役

上級執行役員

不動産事業管掌 

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社取締役

増田 孝義

常勤監査役

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社監査役

三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

経営管理本部長
宮下 紀夫

常勤社外監査役

兼 三井倉庫株式会社監査役

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

株式会社監査役

新任

菊地 麻緒子
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（2）代表取締役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－
代表取締役常務取締役 

社長補佐 
碇  誠

（3）監査役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－ 常勤社外監査役 大久保 慶一

4.子会社の人事異動（予定）

（1） 平成 28 年 6 月 20 日付三井倉庫株式会社

① 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

監査役（非常勤） 新任 菊地 麻緒子

② 監査役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－ 監査役（非常勤） 大久保 慶一

（2） 平成 28 年 6 月 21 日付三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社

① 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

常務取締役

国内事業管掌

兼 品質・改善推進室管掌

新任

廣 展成

常務執行役員

中日本担当 

兼 品質・改善推進室長

常務取締役

中日本担当 早川 潔
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（3）平成 28 年 6 月 16 日付三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

① 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

監査役（非常勤） 経営管理本部長 宮下 紀夫

② 監査役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－ 監査役（非常勤） 菅原 章文

（4）平成 28 年 6 月 10 日付三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗｽﾄ株式会社

① 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

取締役（非常勤）  新任 和田 慶二

② 取締役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－ 取締役 池田 求

（5） 平成 28 年 6 月 14 日付三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社

① 取締役・執行役員の異動

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

監査役（非常勤） 新任 菊地 麻緒子

② 監査役の退任

新役職名 現在役職名(4/1 以降) 氏名

－ 監査役（非常勤） 菅原 章文



（別紙）

三井倉庫ホールディングス株式会社　（2016年4月1日付）

取締役会長（取締役会議長） 田村　和男

代表取締役社長（グループＣＥＯ） 藤岡　　圭

代表取締役　常務取締役（社長補佐） 碇　　　誠

代表取締役　常務取締役（社長補佐） 中谷　幸裕

取締役上級執行役員（企画・調査・事業開発事業管掌） 古賀　博文

西村　　健

岩名地和夫

桐山　智明

上級執行役員（広報・HR・IT管掌） 和田　慶二

広報室長 坂本　優香

竹須　伸

執行役員（人事担当） 寺田　幸弘

人事部長 佐藤　信之

執行役員（情報システム担当） 糸居　祐二

情報システム部長 森田　哲二

取締役上級執行役員（企業管理管掌　ＣＣＯ） 小川　良司

総務部長 東　康史

連結企業支援部長 田中　雅彦

11周年記念事業推進担当室長 高橋　安則

上級執行役員（リスク管理・法務担当） 菅原　章文

法務部長 菅原　章文（兼）

リスク管理部長 荒牧　功

常務取締役（財務経理・事業管理管掌　兼　最高財務責任者） 中山　信夫

経理部長 藤井　秀之

事業管理部長 佐藤　勇生

上級執行役員（不動産事業管掌） 増田　孝義

不動産事業部長 臼井　克幸

取締役（非常勤） 内田　和成

取締役（非常勤） 古橋　　衞

常任常勤監査役 笹尾新一郎

常勤社外監査役 大久保慶一

監査役（非常勤） 須藤　　修

監査役（非常勤） 小澤　元秀

三井倉庫グループ幹部社員体制図（2016年4月1日以降）

グループ人材企画室長

経営企画室長

事業調査部長

事業開発室長

1



（別紙）

三井倉庫株式会社　（2016年4月1日付)

取締役会長（取締役会議長） 田村　和夫

代表取締役社長（最高経営責任者） 藤岡　　圭

取締役上級執行役員（企業管理部門長） 松川　　昇

企業管理部長 小林　　均

事業管理部長 竹村　充弘

業務品質管理部長 竹村　充弘（兼）

代表取締役専務取締役（倉庫事業管掌） 道瀬　英二

取締役上級執行役員（倉庫営業部門長） 田中　英介

倉庫営業担当 田中　英介（兼）

営業統括部長 杉井　　充

営業第一部長 今井　誠之

営業第二部長 田中　宏樹

営業第三部長 重村　篤志

営業第四部長 三宅　和裕

ヘルスケア事業部長 秋田　大策

トランクルーム事業部長 石津　幸江

常務取締役（オペレーション部門長） 小田中　修

執行役員（業務品質管理担当） 上条ひろみ

業務品質管理統括部長 上条ひろみ（兼）

執行役員（関東支社長） 坪田弘之

管理部長 浅田　敏文

業務品質管理部長 瀬村　和之

オペレーション部長 勝浦　和明

東京支店長 坪田弘之（兼）

横浜支店長 松村　雄一

執行役員（中部支社長） 中西　紀之

管理部長 片桐　拓哉

業務品質管理部長 大石　正人

オペレーション部長 福田　壮一

名古屋支店長 中西　紀之（兼）

関西支社長 小田中　修（兼）

管理部長 塚原　成郎

業務品質管理部長 米田　　滋

オペレーション部長 田中　潤一

大阪支店長 上中　康司

神戸支店長 河野　通弥

執行役員（三井倉庫九州株式会社代表取締役社長） 福田　智明

執行役員 當銀　政彦

代表取締役　専務取締役（港湾運送事業管掌） 田原口　誠

港運統括部長 藤巻　一義

業務品質統括部長 藤崎　徹也

取締役上級執行役員（ターミナル事業担当） 若野　英樹

京浜港運支店長 真砂　利文

中部港運支店長 小川　嘉章

阪神港運支店長 藤崎　徹也（兼）

執行役員（代理店事業担当） 河田　裕文

代理店事業部長 河田　裕文（兼）

執行役員（沖縄事業担当） 福島　則之

取締役（非常勤） 中谷　幸裕

監査役（非常勤） 笹尾新一郎

監査役（非常勤） 大久保慶一

2



（別紙）

三井倉庫インターナショナル　（2016年4月1日付)

Director Chairman(CEO) 藤岡　　圭

Managing Director(COO) 宮島　義明

企業管理担当 名取　裕基

企業管理部長 長村　道春

財務経理部長 田中　一彦

グローバルフロー営業担当 名取　裕基（兼）

営業統括部長 北野　摩久

グローバルアカウント営業部長 渡辺　桂一

先端素材物流推進部長 濱野　浩之

グローバルオペレーション担当 名取　裕基（兼）

業務品質管理部長 加藤　正史

Director(アジアパシフィック事業統括) 伊藤　　博

Executive Officer(三井倉庫NEA株式会社代表取締役社長) 細田　昌嗣

企業管理部長 細田　昌嗣（兼）

Executive Officer(三井倉庫(中国)投資有限公司董事長） 甲斐　英樹

企業管理部長 小関　拓郎

中国営業部長 甲斐　英樹（兼）

Executive Officer(Mitsui-Soko Southeast Asia PTE LTD社長） 金井　重樹

企業管理部長 金井　重樹（兼）

東南アジア営業部長 岩畔　康成

Director(米州事業統括) 鳥井　　宏

Mitsui-Soko (Americas)Inc.社長 鳥井　　宏（兼）

企業管理部長 山下　秀明

米州営業部長 鈴木　一豊

Director(欧州事業統括) 高遠　健治

Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅｒ(Mitsui-Soko (Europe)s.r.o.社長） 小川　　一

企業管理部長 竹林　敬正

欧州営業部長 小川　　一（兼）

Director(国際輸送事業統括） 高遠　健治（兼）

Executive Officer(国際輸送事業担当) 池田　隆二

国際輸送事業部 今泉　達介

Director（非常勤） 小川　良司
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（別紙）

三井倉庫エクスプレス株式会社　(2016年4月1日付)

取締役会長 藤岡　　圭

代表取締役　社長 久保　高伸

取締役（総務経理管掌） 和田　泰彦

総務部長 柏木　孝則

経理部長 和田　泰彦（兼）

代表取締役専務取締役（営業統括） 郷原　　健

営業統括部長 西田　龍生

執行役員（特命担当） 湯澤　重明

営業開発室長 石井　淳一郎

（調達・混載室管掌） 郷原　　健（兼）

調達・混載企画部長 渡辺　一秀

（品質・改善推進室管掌） 郷原　　健（兼）

（品質・改善推進室長） 早川　　潔（兼）

（国内事業管掌） 郷原　　健（兼）

執行役員（東日本営業担当） 湯澤　重明

執行役員（東日本業務担当） 土屋　彰敏

輸出営業部長 梅田　貴之

輸入営業部長 高木　　晃

海外引越部長 福田　由臣

関東業務部長 土屋　彰敏（兼）

常務取締役（中日本担当） 早川　　潔

トヨタ営業１部長 木元　　郷

トヨタ営業２部長 山本　克彦

中部営業部長 岡本　真一

中部事業部 北村　健太

ロジスティクス部 青柳　雅文

執行役員（西日本担当） 名倉　充男

関西営業部長 清水　宏一

関西事業部長 石毛　　聡

（海外事業管掌） 郷原　　健（兼）

海外事業管理部長 鶴山　達也

執行役員（米州担当） 佐藤　良典

（欧州アフリカ担当） 郷原　　健（兼）

執行役員（中国担当） 松岡　秀夫

執行役員（アジア担当） 栗田　忠久

監査役（非常勤） 魚住　吉博

監査役（非常勤） 中山　信夫
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（別紙）

三井倉庫ロジスティクス株式会社　（2016年4月1日付）

代表取締役　社長執行役員（最高経営責任者） 石田　幸男

経営管理本部長 宮下　紀夫

経営企画部長 前神　佳奈

管理部長 西森　敬輝

ビジネスソリューション部長 石川　輝雄

輸配送本部長 古根川太志

取締役執行役員（SCM営業本部長） 恵谷　　洋

営業１部長 新田　健二

営業２部長 羽山　徳明

営業３部長 原田　利之

営業業務部長 和田　昇（兼）

執行役員（家電量販営業本部　本部長） 上田　邦雄

家電量販営業本部 岡本　和宏

営業統括本部　本部長 矢野　正人

関東支店長 岩澤　安夫

首都圏支店長 大久保彰男

中部支店長 黒川　史朗

近畿・中四国支店長 安川　勲

九州支店長 安川　勲

ＭＳロジテクサービス株式会社 溝田　育寛

MSロジテクサービス 北海道三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（株） 菊地　修

株式会社コネクスト 帰山　二郎

取締役（非常勤） 中山　信夫

監査役（非常勤） 菅原　章文

三井倉庫ビジネストラスト株式会社　（2016年4月1日付)

代表取締役社長 木納　　裕

取締役 池田　　求

執行役員 関　　康茂

企業管理部長 中村　　勝

事業企画部長 関　　康茂（兼）

取締役（非常勤） 古賀　博文

監査役（非常勤） 中山　信夫
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（別紙）

三井倉庫サプライチェーンソリューション　（2016年4月1日付)

代表取締役　執行役員社長 川﨑　成一

社長室 上杉　彰宣

上級執行役員（経営企画担当） 関取　高行

執行役員（グループシナジー推進担当） 角田　憲彦

執行役員（オペレーションマネジメント担当） 田中　忠司

テック物流部門　部門長 宮城　俊彦

ＥＭＣＳ部長 水谷　洋一

テックカスタマー部長 中村　秀樹

デバイス物流部　部門長 田村　達也

SEND/SSMD部長 相澤　享寛

SCK部長 江原　義明

販売/オフィス物流部門　部門長 芳賀　丈治

東日本営業部長 石川　信夫

西日本営業部長 高山　正治

企画部長 田邊　信幸

ＲＰ物流部長 熊野御堂仁

複合物流部門　部門長 金田　文夫

国際業務/コンプライアンス部長 小嶋　浩子

複合サービス部長 沼野　英治

成田業務部長 滝沢　元

執行役員（ビジネスデベロップメント担当） 車木　潤一

営業開発部門　部門長 車木　潤一（兼）

副部門長 北島　計

営業開発1部長 澤口　喜洋

営業開発2部長 高口　知幸

プラットホーム開発部門 部門長 稲吉登美夫

副部門長 北島　計

国内輸送企画部長 重弘　尚明

物流技術部長 島崎　和人

グローバル輸送企画部長 高橋　繁和

SCM部長 北島　計（兼）

海外事業統括部長 稲吉登美夫（兼）

上級執行役員（経営企画担当） 関取　高行

経営企画室長 上村　彰宣

ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙ部総括部長 岡田　徳浩

執行役員（経理・財務担当） 太田　尚弘

経理部長 梅木　龍司

管理部長 上村　彰宣

執行役員（人事・総務担当）　 清野　哲也

人事総務部長 白石　修

取締役（非常勤） 和田　慶二

取締役（非常勤） 駒田　一彦

監査役（非常勤） 菅原　章文

三井倉庫トランスポート　（2016年4月1日付）

代表取締役会長 渡部　　司

代表取締役社長 矢川　康治

企業管理部長 岸　晃弘

常務取締役（事業企画管掌） 滋野日出人

取締役副社長（非常勤） 古賀　博文

取締役（非常勤） 渡部　　智

取締役（非常勤） 増田　孝義

監査役（非常勤） 中山　信夫
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