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2022 年 2 月 21 日 

各  位 

 会 社 名  株式会社  日   新 

 代表者名 代表取締役社長 筒井 雅洋 

（コード番号 9066 東証第１部） 

 問合せ先  人事部長 沖田 道利 

（TEL. 03-3238-6624） 

 

2022 年度機構改正・人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2022年 2 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、機構改正・人事異動について

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

グローバル・ロジスティクス・プロバイダーとして、営業力の強化と物流サービスの高品質化を目指す

とともに、ESG 経営への取り組みを推進し、下記の通り 2022 年度の定期機構改正と人事異動を実施

する。 

 

 

〔１〕2022 年 4 月 1 日付機構改正・人事異動 

 １ 機構の改正 

 営業力強化と物流サービスの高品質化を目指し、営業組織体制を産業別に再編する。 

 ESG（環境・社会・ガバナンス）経営への取り組みを推進するため、サステナビリティ推進室を新

設する。 

 推奨物流業者となった 2025 年日本国際博覧会への対応・準備を図るため、大阪万博準備室

を新設する。 

 

２ 取締役の異動 

１）異動 

  （新）  （現行） 

取締役 取締役常務執行役員 石山 知直 

（6 月 23 日退任予定） ＡＥＯ統括室、経営企画部、 

 業務管理室、経理部、 

 関係会社管理室担当 
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取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 鳥尾 省治 

特命担当、兼化学品営業第一部、 特命担当、兼総合営業第三部、 

化学品営業第二部、 ビジネスソリューション営業部、 

ビジネスソリューション営業部、 国際営業第一部、国際営業第二部、 

複合輸送営業部、 国際営業第三部管掌 

グローバルロジスティクス営業部、  

食品物流営業部管掌 

 

３ 執行役員の異動、昇任 

１）異動 

  （新）  （現行） 

常務執行役員 常務執行役員 桒原  智 

管理本部長 総務部、法務コンプライアンス室、 

 人事部、安全環境管理部、 

 総合システム部担当 

 

常務執行役員 常務執行役員 桜井 哲男 

モビリティ営業部、 航空事業部長、 

航空事業部担当 兼総合営業第一部担当 

 

常務執行役員 常務執行役員 峯 茂樹 

海運・港運事業部長、 海運・港運事業部長、 

兼車両事業部、 兼陸運事業部長、 

関東倉庫事業部担当、 兼関東倉庫事業部担当 

兼通関部管掌 

 

執行役員 執行役員 梅本 進一 

車両事業部長、 海上事業部長 

兼通関部担当  

 

執行役員 執行役員 山田 哲稔 

化学品営業第二部長、 総合営業第三部、 

兼化学品営業第一部担当 ビジネスソリューション営業部担当 

 

執行役員 執行役員 大久保忠行 

関東倉庫事業部長 国際営業第二部長、 

 兼国際営業第一部、 

 国際営業第三部担当 
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執行役員 執行役員 不破  淳 

米国日新 社長 東京航空第一部長 

 

執行役員 執行役員 北川 義剛 

電機・電子営業部長 大阪営業第一部長 

 

執行役員 執行役員 森川 哲也 

海外事業部長、 海外事業室長、 

兼アジア本部、中国本部担当 兼アジア本部、中国本部担当 

  

２）昇任 

  （新） （現行） 

執行役員  大阪航空部長 清水 俊孝 

ビジネスソリューション営業部、 

複合輸送営業部、  

グローバルロジスティクス営業部、 

食品物流営業部担当 

 

執行役員  経営企画部長 小林 健文 

人事部長、 

兼安全環境管理部担当 

 

執行役員  米国日新 社長 生田 博一 

航空事業部長、  

兼東京航空第一部長 

 

４ 部長の異動、昇任 

１）異動  

  （新）  （現行） 

インドネシア日新 社長、 関東倉庫事業部長補佐（部長） 廣沢  健 

兼日新ジャヤインドネシア 社長 

 

化学品営業第一部長 総合営業第三部長 河村 龍一郎 

 

欧州統轄補佐、 欧州統轄補佐 桜井 正応 

兼ベルギー日新 社長 
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大阪営業第一部長 インドネシア日新 社長、 高橋  勲 

 兼日新ジャヤインドネシア 社長 

 

日新興産株式会社 東京航空第二部長 片山 正泰 

（社長に就任予定） 

 

陸運事業室長（部長）、 陸運部長、 須長 正憲 

兼株式会社群馬日新 社長 兼株式会社群馬日新 社長 

 

食品物流営業部長 国際営業第三部長 竹内 雅則 

 

モビリティ営業部長 総合営業第一部長 矢野 利彦 

 

大阪航空部長 総合営業第二部長 山野  薫 

 

監査室長（部長） 人事部長 沖田 道利 

 

複合輸送営業部長 国際営業第一部長 折原 邦男 

 

２）昇任 

  （新）  （現行） 

経営企画部長 総務部次長 栗原 智信 

 

グローバルロジスティクス営業部長 ＮＶＯＣＣ事業室長 中島  剛 

 

東京航空第二部長 香港日新 副社長 稲葉 昌代 

 

〔２〕2022 年 6 月 23 日付人事異動 

１ 新任取締役候補 

    （新）  （現行（4 月 1 日付）） 

取締役常務執行役員 常務執行役員 桒原  智 

管理本部長 管理本部長 

  

取締役常務執行役員 常務執行役員 桜井 哲男 

モビリティ営業部、 モビリティ営業部、 

航空事業部担当 航空事業部担当 
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２ 退任予定取締役 

  （新）  （現行（4 月 1 日付）） 

日新航空サービス株式会社 取締役 石山 知直 

（5 月、社長に就任予定） 

 

以  上 


