
2022 年 1 月 31 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     代表取締役社  古賀 博文 

（コード番号 9302 東証第 1部） 
問合せ先      経営企画部広報室  鈴木 崇嗣 

   （TEL：03-6400-8017） 

取締役候補者、補欠監査役候補者の決定ならびに 
グループ新経営体制に関するお知らせ 

当社は本日開催の取締役会において、2022 年 6月 23 日開催予定の第 174 回定時株主
総会でご選任いただく取締役候補者、補欠監査役候補者を決定いたしましたので、本年 
4 月 1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制とあわせてお知らせいたします。 

記 

当社役員の異動（2022 年 6月 23 日付）
1. 当社取締役候補者ならびに担当職務 

氏 名 新 役 職 現 役 職 
（2022 年 4月 1日付） 備考 

古賀 博文 
(こが ひろぶみ) 

代表取締役社 
グループCEO 
取締役会議 

代表取締役社 
グループCEO 再任 

中山 信夫 
(なかやま のぶお) 

代表取締役専務取締役 
財務経理管掌 
兼 最高財務責任者 

同左 再任 

木納 裕 
(きのう ひろし)

常務取締役 
人事・HR・不動産事業管掌 同左 再任 

郷原 健 
(ごうはら たけし) 

常務取締役 
法務総務・リスク管理管掌 
兼 コンプライアンス責任者 

取締役上級執行役員 
法務総務・リスク管理管掌 
兼 コンプライアンス責任者 

再任 
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氏 名 新 役 職 現 役 職 
（2022 年 4月 1日付） 備考 

糸居 祐二 
(いとい ゆうじ) 

取締役上級執行役員 
情報システム管掌 

上級執行役員 
情報システム管掌 新任 

桐山 智明 
(きりやま ともあき) 

取締役上級執行役員 
戦略営業・事業開発管掌 

上級執行役員 
戦略営業・事業開発管掌 新任 

中野 泰三郎 
(なかの たいざぶろう) 社外取締役 同左 再任 

平井 孝志 
(ひらい たかし) 社外取締役 同左 再任 

菊地 麻緒子 
(きくち まおこ) 社外取締役 同左 再任 

2. 当社補欠監査役候補者 
氏 名 新 役 職 現 役 職 

（2022 年 4月 1日付） 備考 

甲斐 順子 
(かい じゅんこ) 補欠監査役 同左 再任 

3. 当社取締役の退任 
氏 名 新 役 職 現 役 職 

（2022 年 4月 1日付） 備考 

田原口 誠 
(たわらぐち まこと) 

取締役会 
取締役会議 退任 

小川 良司 
(おがわ りょうじ) 

常務取締役 
社 特命 退任 

以 上 

（次ページ以降、本年 4月 1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制及び組織図を掲載） 

2



１．三井倉庫ホールディングス株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO

取締役会議長

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社

代表取締役会長 代表取締役会長 代表取締役会長

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社 兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社

代表取締役会長 代表取締役会長

財務経理管掌 財務経理管掌 財務経理・不動産事業管掌

兼　最高財務責任者 兼　最高財務責任者 兼　最高財務責任者

兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫株式会社取締役 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 兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 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 株式会社取締役 株式会社取締役

兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社 兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社 兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社

監査役 監査役 監査役

常務取締役 木納　裕 人事・HR・不動産事業管掌 常務取締役 人事・HR・不動産事業管掌 常務取締役 人事・HR・IT管掌

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

取締役 取締役 取締役

（退任） 兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社

監査役

法務総務・ﾘｽｸ管理管掌 法務総務・ﾘｽｸ管理管掌 戦略営業・事業開発管掌

兼　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者 兼　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫株式会社取締役

取締役 取締役 兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社 株式会社取締役

監査役 監査役

取締役

上級執行役員

取締役 桐山　智明 戦略営業・事業開発管掌 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌 執行役員 戦略営業・事業開発担当

上級執行役員 兼 三井倉庫株式会社取締役 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 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 株式会社取締役

　　　　　　　　（下線部：変更箇所）

執行役員 情報ｼｽﾃﾑ担当糸居　祐二 上級執行役員

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日 現在（2022年1月時点）

代表取締役社長 古賀　博文 代表取締役社長

情報ｼｽﾃﾑ管掌

代表取締役社長

代表取締役
専務取締役

中山　信夫 代表取締役
専務取締役

代表取締役
専務取締役

常務取締役 郷原　健 取締役
上級執行役員

取締役
上級執行役員

情報ｼｽﾃﾑ管掌
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地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
取締役会議長 取締役会議長

兼 三井倉庫株式会社取締役会長 兼 三井倉庫株式会社取締役会長

取締役会議長 取締役会議長

社長特命 法務総務・ﾘｽｸ管理管掌

兼　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ責任者

（退任） 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

取締役

（退任） 兼 三井倉庫ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社

取締役副社長

社外取締役 中野　泰三郎 社外取締役 社外取締役

社外取締役 平井　孝志 社外取締役 社外取締役

社外取締役 菊地　麻緒子 社外取締役 社外取締役

上級執行役員 菅原　章文 法務総務担当 上級執行役員 法務総務担当 上級執行役員 法務総務担当

経営企画・広報・ 経営企画・広報・ 経営企画・広報・

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当

兼　経営企画部長 兼　経営企画部長 兼　経営企画部長

執行役員 松井　博文 財務経理担当 執行役員 財務経理担当 執行役員 財務経理担当

兼　財務経理部長 兼　財務経理部長 兼　経理部長

執行役員 桜田　浩策 不動産事業担当 執行役員 不動産事業担当 執行役員 不動産事業担当

執行役員 伊藤　智光 戦略営業・事業開発担当 執行役員 戦略営業・事業開発担当

寺田　幸弘 執行役員 人事・HR担当

兼 三井倉庫株式会社監査役 兼 三井倉庫株式会社監査役 兼 三井倉庫株式会社監査役

常勤監査役 宮下　紀夫 常勤監査役 常勤監査役

兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社 兼 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

監査役 監査役 監査役

兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 兼 三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ 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 株式会社監査役 株式会社監査役

社外監査役 須藤　修 社外監査役 社外監査役

社外監査役 小澤　元秀 社外監査役 社外監査役

補欠監査役 甲斐　順子 補欠監査役 補欠監査役

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日 現在（2022年1月時点）

執行役員

田原口　誠 （退任） 取締役会長 取締役会長

常務取締役 常務取締役

西村　健 上級執行役員

（退任）小川　良司

常任常勤監査役 石田　幸男 常任常勤監査役 常任常勤監査役

（戦略営業部長）

- （退任）

上級執行役員
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２．三井倉庫株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
最高経営責任者 最高経営責任者 最高経営責任者

兼　営業部門長 兼　営業部門長 兼　営業部門長

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社
取締役

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社
取締役

兼 三井倉庫ｴｸｽﾌﾟﾚｽ株式会社
取締役

常務取締役 若野　英樹 港湾運送事業部門長 常務取締役 港湾運送事業部門長 常務取締役 港湾運送事業部門長

国内物流事業部門長 国内物流事業部門長 国内物流事業部門長

兼　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当 兼　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当 兼　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当

海外物流事業部門長 海外物流事業部門長 海外物流事業部門長

取締役 中山　信夫 取締役 取締役

取締役 桐山　智明 取締役

田原口　誠 取締役会長 取締役会議長 取締役会長 取締役会議長

郷原　健 取締役

執行役員 中西　紀之 関東支社長 執行役員 関東支社長 執行役員 関東支社長

執行役員 重村　篤志 三井倉庫九州株式会社
代表取締役社長

執行役員 三井倉庫九州株式会社
代表取締役社長

執行役員 三井倉庫九州株式会社
代表取締役社長

執行役員 山下　秀明 欧米事業統括 執行役員 欧米事業統括 執行役員 欧米事業統括

兼　海外管理担当 兼　海外管理担当 兼　海外管理部長

執行役員 濱野　浩之 営業担当 執行役員 営業担当 執行役員 営業担当

執行役員 北野　摩久 ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括 執行役員 ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括 執行役員 ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括

執行役員 福田　智明 関西支社長 執行役員 関西支社長 執行役員 関西支社長

執行役員 田中　忠司 中部支社長 執行役員 中部支社長

執行役員 藤巻　一義 港湾運事業担当 執行役員 港湾運送事業担当

藤崎　徹也 執行役員 港湾運送事業担当

三宅　和裕 執行役員 中部支社長

兼　名古屋支店長

監査役 石田　幸男 監査役 監査役

－

（退任）

（退任）

現在（2022年1月時点）

代表取締役社長

取締役
上級執行役員

取締役
上級執行役員

（港運統括部長）

－

（退任）

金井　重樹

取締役
上級執行役員

田中　英介 取締役
上級執行役員

取締役
上級執行役員

　　　　　（下線部：変更箇所）

－

－

（三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社執行役員）

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日

代表取締役社長 久保　高伸 代表取締役社長

（退任）

取締役
上級執行役員
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３．三井倉庫エクスプレス株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
代表取締役会長 古賀　博文 代表取締役会長 代表取締役会長

代表取締役社長 一柳　尚成 代表取締役社長 代表取締役社長

品質・改善推進管掌 品質・改善推進管掌 品質・改善推進管掌

兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門管掌 兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門管掌 兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門管掌

兼 ﾄﾖﾀ事業統括 兼 ﾄﾖﾀ事業統括 兼 ﾄﾖﾀ事業統括

取締役 荒牧　功 管理部門管掌 取締役 管理部門管掌 取締役 管理部門管掌

兼 経理部長

取締役 久保　高伸 取締役 取締役

常務執行役員 甲斐　英樹 一般事業統括 常務執行役員 一般事業統括 常務執行役員 一般事業統括

執行役員 栗田　忠久 米州担当 執行役員 米州担当 執行役員 米州担当

兼 欧州ｱﾌﾘｶ担当 兼 欧州ｱﾌﾘｶ担当 兼 欧州ｱﾌﾘｶ担当

兼 兼 兼

兼 兼 兼

執行役員 鶴山　達也 ｱｼﾞｱ担当 執行役員 ｱｼﾞｱ担当 執行役員 ｱｼﾞｱ担当

兼 中国担当 兼 中国担当 兼 中国担当

兼 兼 兼

執行役員 岡本　真一 一般営業担当 執行役員 一般営業担当 執行役員 一般営業担当

兼 航空調達・混載部長 兼 航空調達・混載部長

執行役員 木元　郷 ﾄﾖﾀ営業担当 執行役員 ﾄﾖﾀ営業担当 執行役員 ﾄﾖﾀ営業担当

兼 海外現地法人担当 兼 海外現地法人担当 兼 海外現地法人担当

兼 海外事業管理部長 兼 海外事業管理部長 兼 海外事業管理部長

監査役 郷原　健 監査役

監査役 尾上　恭吾 監査役 監査役

木納　裕 監査役

2022年6月定時株主総会以降
（下線部：変更箇所）

PT. Puninar MSE Indonesia
(MSEｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
代表取締役社長

廣　展成

MSE Express America, Inc.
(MSE米国)
代表取締役会長

PT. Puninar MSE Indonesia
(MSEｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
代表取締役社長

MSE Express Mexico, S.A. DE C.V.
(MSEﾒｷｼｺ)
代表取締役社長

PT. Puninar MSE Indonesia
(MSEｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
代表取締役社長

MSE Express America, Inc.
(MSE米国)
代表取締役会長

MSE Express Mexico, S.A. DE C.V.
(MSEﾒｷｼｺ)
代表取締役社長

常務取締役

2022年4月1日

常務取締役 常務取締役

（退任）－

－

MSE Express America, Inc.
(MSE米国)
代表取締役会長

MSE Express Mexico, S.A. DE C.V.
(MSEﾒｷｼｺ)
代表取締役社長

現在（2022年1月時点）
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４．三井倉庫ロジスティクス株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
代表取締役
社長執行役員

鳥井　宏 兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長 代表取締役
社長執行役員

兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長 代表取締役
社長執行役員

兼 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長

取締役執行役員 和田　慶二 経営管理本部長 取締役執行役員 経営管理本部長 取締役執行役員 経営管理本部長

取締役執行役員 石川　輝雄 営業本部長 取締役執行役員 営業本部長 取締役執行役員 営業本部長

兼 営業統括 兼 営業統括 兼 営業統括

取締役 木納　裕 取締役 取締役

取締役 郷原　健 取締役

小川　良司 取締役

執行役員 上田　邦雄 西日本統括 執行役員 西日本統括 執行役員 西日本統括

執行役員 松川　健一 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ統括 執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ統括 執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ統括

兼 事業開発部長 兼 事業開発部長 兼 事業開発部長

監査役 宮下　紀夫 監査役 監査役

　　　　　　（下線部：変更箇所）

－

－

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日 現在（2022年1月時点）

（退任）
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５．三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
代表取締役社長 関取  高行 代表取締役社長 代表取締役社長

取締役 中山　信夫 取締役 取締役

取締役 桐山　智明 取締役

取締役 大嶋　祐一 取締役 取締役

取締役 稲村　明雄 取締役 取締役

郷原　健 取締役

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
株式会社
代表取締役社長

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
株式会社
代表取締役社長

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
株式会社
代表取締役社長

兼 特命担当 兼 特命担当 兼 特命担当

執行役員 太田  尚宏 経理・財務担当、
人事・総務担当

執行役員 経理・財務担当、
人事・総務担当

執行役員 経理・財務担当、
人事・総務担当

執行役員 芳賀  丈治 国際事業/事業企画担当 執行役員 国際事業/事業企画担当 執行役員 国際事業/事業企画担当

執行役員 髙橋  勇 執行役員 執行役員

執行役員 三宅  武志 ｿﾆｰ物流企画担当 執行役員 ｿﾆｰ物流企画担当 執行役員 ｿﾆｰ物流企画担当

執行役員 齋藤　壽伸 国内事業担当 執行役員 国内事業担当

田中  忠司 執行役員 国内事業担当

監査役 宮下  紀夫 監査役 監査役

　　　　　　（下線部：変更箇所）

上級執行役員 車木  潤一

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日

MS Supply Chain
Solutions(Malaysia)Sdn.Bhd.
Managing Director

現在（2022年1月時点）

－

（退任）－

－ （退任)：(三井倉庫株式会社執行役員に就任）

（国内事業担当役員補佐）

上級執行役員 上級執行役員

MS Supply Chain
Solutions(Malaysia)Sdn.Bhd.
Managing Director

MS Supply Chain
Solutions(Malaysia)Sdn.Bhd.
Managing Director
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６．三井倉庫トランスポート株式会社

地位及び役職 氏名 担当 地位及び役職 担当 地位及び役職 担当
代表取締役会長 古賀　博文 代表取締役会長

代表取締役社長 増田　孝義 代表取締役社長 代表取締役社長

常務取締役 古根川　太志 事業統括・CSR推進管掌 常務取締役 事業統括・CSR推進管掌 常務取締役 事業統括・CSR推進管掌

常務取締役 渡部　智 常務取締役 常務取締役

取締役 渡部　尚 取締役 取締役

小川　良司 取締役副社長

監査役 中山　信夫 監査役 監査役

　　　　　　（下線部：変更箇所）

（退任）

2022年6月定時株主総会以降 2022年4月1日

－

現在（2022年1月時点）

－
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１．三井倉庫ホールディングス株式会社　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

人事・HR・不動産事業管掌

不動産事業担当
代表取締役社長

ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO
経営会議

戦略営業・事業開発管掌

情報ｼｽﾃﾑ管掌

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ戦略部

法務総務・ﾘｽｸ管理管掌 法務総務部

情報ｼｽﾃﾑ部

事業開発部

経営企画・広報・
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当

経営企画部

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部

戦略営業・事業開発担当 戦略営業部

ﾘｽｸ管理部

不動産事業部

取締役会 監査役会

財務経理管掌 財務経理担当 財務経理部

法務総務担当

人事部
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２．三井倉庫株式会社　　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

営業部

北東ｱｼﾞｱ事業部

代理店事業部

沖縄事業部

東南ｱｼﾞｱ事業部

欧米事業統括 米州事業部

欧州事業部

関西第1支店

港湾運送事業部門 港湾運送事業担当 港運統括部

関西第2支店

三井倉庫九州株式会社

海外物流事業部門 海外管理部

ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ事業統括

海外管理担当

関東第2支店

中部支社 管理部

営業部

名古屋支店

関西支社 管理部

関東支社 管理部

三井倉庫ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
株式会社

営業部

関東第1支店

TR営業部

経営会議
営業推進2部

国内物流事業部門 国内物流統括部

P&M推進部

企業管理部

監査役

社長 営業部門 営業担当 営業推進1部

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括担当

取締役会
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３．三井倉庫エクスプレス株式会社　　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

MSE CHINA (GUANGZHOU)

ｱｼﾞｱ担当 MSE EXPRESS (THAILAND)

PUNINAR MSE INDONESIA

海外事業管理部

米州担当 MSE EXPRESS AMERICA

MSE EXPRESS MEXICO

MSE TURKEY

MS EXPRESS SOUTH AFRICA

欧州ｱﾌﾘｶ担当 MSE EUROPE

関東CS部

中部営業部

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部

中国担当 MSE CHINA (BEIJING)

関西業務部

海外現地法人担当

海外代理店営業室

海外引越部

ﾄﾖﾀ事業統括

MSE DO BRASIL LOGISTICA

中部業務部

ﾄﾖﾀ営業担当

一般事業統括

関西営業部

ﾄﾖﾀ営業部

品質・改善推進管掌 品質・改善推進室

管理部門管掌

取締役会

営業統括部

人事総務部代表取締役会長

代表取締役社長

経営会議

MSE FORWARDERS INDIA

経理部

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部門管掌 航空調達・混載部

関東業務部

一般営業担当 関東営業部

中部CS部
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４．三井倉庫ロジスティクス株式会社　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

中部近畿ﾌﾞﾛｯｸ

株式会社ｺﾈｸｽﾄ

MSﾛｼﾞﾃｸｻｰﾋﾞｽ
株式会社

北海三井倉庫
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社

中四国九州ﾌﾞﾛｯｸ

首都圏ﾌﾞﾛｯｸ

家電量販物流営業部

北関東ﾌﾞﾛｯｸ

東日本統括

西日本統括 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ推進部

代表取締役社長執行役員

経営推進会議
事業開発部

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ推進部

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ統括

ｺｰﾋｰｼｽﾃﾑｽﾞ事業部

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ

人事部

取締役会

営業本部 SCM営業部営業統括

経営管理本部 企画部

管理部
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５．三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社　　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

CT企画部

ソニーエリア推進部

ソニーGSS部

業務推進部

取締役会

代表取締役社長

国内事業担当 物流技術部

特命担当

ソニー物流企画2部

ソニー物流企画担当 ソニー物流企画1部

ソニー物流企画3部

事業開発部

九州OPC

営業部

国際事業/事業企画担当 国際輸送部

国際業務部

成田国際OPC

国内輸送部

東北OPC

千葉OPC

東京OPC

大阪OPC

中部OPC

人事・総務担当 人事総務部

経理・財務担当 経理部

管理部

経営企画担当 経営企画部
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６．三井倉庫トランスポート株式会社　　（2022年4月1日および2022年定時株主総会以降<予定>）

取締役会

代表取締役会長

代表取締役社長 企業管理部

経営会議 事業統括
兼　CSR推進管掌
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