
山九株式会社 2011年4月1日

問い合わせ先：総務･ＣＳＲ部部長　浅島栄一郎　０３－３５３６－３９０２

  この度の｢東北地方太平洋沖地震｣により、弊社の業務にも大きな影響を受けており、現在、復旧に全力を傾注しております。

  このような状況を踏まえ、4月1日発令（2月28日発表）の人事異動・機構改革につきまして、

  現体制での業務推進をすることで、お客様との密接な情報交換を進め、お客様の生産活動のスムーズな立上げに貢献するため、

              ○              ○              ○              ○発令日発令日発令日発令日をををを変更変更変更変更

  することといたしました。

 　何卒よろしくお願いいたします。

                                                                                                                                                人事異動発令日変更人事異動発令日変更人事異動発令日変更人事異動発令日変更についてについてについてについて
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年５月１日）

氏名 旧職 新職

戒能　通敬 執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部　副本部長 常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部　副本部長

和知　啓彦 執行役員　首都圏エリア長 執行役員　総務・法務・広報担当　兼総務・ＣＳＲ部長

神田　若義
執行役員　ロジスティクス・ソリューション事業本部　副本
部長

執行役員　事業・エリア管掌付（物流営業担当）

山田　英明 執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部　副本部長 執行役員　事業・エリア管掌付（化学営業担当）

浅島　栄一郎 執行役員　総務・法務・広報担当　兼総務・ＣＳＲ部長 執行役員　総務・法務・広報、経営企画管掌付（総務担当）

安本　伸行 執行役員　関西エリア長 執行役員　ＳＰ３プロジェクト統括、関西駐在

中村　公大 東日本エリア　千葉支店長 経営企画副担当　兼経営企画部長

倉重　納 首都圏エリア　東京支店長 プラント・エンジニアリング事業本部　副本部長　兼プロジェクト事業部長

矢野　峰男 関西エリア　大阪支店長 首都圏エリア長

小川　隆 経営企画部長 関西エリア長

野田　秀臣 関西エリア　関西エリア統括部長 財務、人事・労政、技術･システム管掌付

青木　規明 中部エリア　中部エリア統括部長 秘書部長
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年５月１日）

氏名（漢字） 旧職 新職

小林　信久 経理部　グループマネージャー 経理部長

赤木　豊彦 出向　山九タイ社長 技術・開発本部　技術・開発部長

田中　宏幸
ロジスティクス・ソリューション事業本部　３ＰＬ事業部　３Ｐ
Ｌプロジェクト班　担当部長

ロジスティクス・ソリューション事業本部　３ＰＬ事業部　Ｍー３ＰＬ推進部長

梁井　和博 ビジネス・ソリューション事業本部　副本部長 ビジネス・ソリューション事業本部　副本部長　兼鉄鋼第一部長

吉冨　均 九州エリア　八幡支店長 ビジネス・ソリューション事業本部　鉄鋼メンテナンス部長

世良　幸生
ロジスティクス・ソリューション事業本部　海外プラント輸送
部長

プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外プラント輸送
部長

堀　和則
プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　海
外プロジェクト部長

プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外プロジェクト
部長

藤原　正幸
プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　設
備土建部　担当部長

プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　設備土建部長

島田　正彦 秘書部長 東日本エリア　千葉支店長

名越　信清 ビジネス・ソリューション事業本部　鉄鋼第一部長 東日本エリア　鹿島支店長付

浅野　雅之
ロジスティクス・ソリューション事業本部　３ＰＬ事業部
Ｍー３ＰＬ推進部長

首都圏エリア　北関東支店長　兼東北支店長

諸藤　克明 経理部長 首都圏エリア　東京支店長

瀬川　昌治 中部エリア　三重支店　副支店長 中部エリア　中部エリア統括部長

3 / 10 ページ



山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年５月１日）

氏名（漢字） 旧職 新職

出口　健司 関西エリア　堺支店　副支店長 関西エリア　関西エリア統括部長

井口　雅之 関西エリア　泉北支店　副支店長 関西エリア　泉北支店長　兼北陸支店長

早川　有彦 関西エリア　神戸支店　副支店長 関西エリア　大阪支店長

村本　章二 九州エリア　北九州支店長 九州エリア　八幡支店長

宿輪　亀二 九州エリア　門司支店長 九州エリア　北九州支店長

山本　国光 九州エリア　北九州支店　担当部長 九州エリア　門司支店長

岡野　和彦 技術・開発本部　技術・開発部長 技術・開発本部　品質保証部　担当部長
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年５月１日）

関連人事関連人事関連人事関連人事

氏名（漢字） 旧職 新職

西岡　直也 関西エリア　泉北支店長　兼北陸支店長 出向　株式会社サンキュウシッピング　取締役

帆苅　達実 出向　山九インドネシア国際㈱ 出向　山九インドネシア国際㈱社長

井原　利雄 出向　山九インドネシア国際㈱社長 出向　山九東南アジアホールディングス㈱　インドネシア駐在　参与

原田　幸一 出向　山九レムチャバン（株）社長 出向　山九タイ（株）社長　兼山九レムチャバン（株）社長

佐藤　秀樹 出向　上海山九設備安装工程有限公司 出向　上海山九設備安装工程有限公司総経理

後藤　隆文 出向　上海山九設備安装工程有限公司総経理
プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外プロジェクト
部 　　　担当部長

内藤　善信
ロジスティクス・ソリューション事業本部　中国事業部　中
国企画推進部　専門マネージャー、上海駐在

出向　青島山九亜太物流有限公司総経理

村瀬　正一郎 出向　青島山九亜太物流有限公司総経理 九州エリア　九州エリア開発営業部

三上　光雄 出向　株式会社スリーエス・サンキュウ 株式会社スリーエス・サンキュウ社長

湯沢　達雄 株式会社スリーエス・サンキュウ　社長 株式会社スリーエス・サンキュウ　顧問

武　義朝 首都圏エリア　北関東支店　兼東北支店長 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　社長

小谷　俊介 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　社長 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京　顧問
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年５月１日）

関連人事関連人事関連人事関連人事

氏名（漢字） 旧職 新職

濱田　芳彰 中部エリア　四日市支店　グループマネージャー 中部海運株式会社　社長

小野　澄男 中部海運株式会社　社長 中部海運株式会社　顧問

上地　秀明 中部エリア　静岡支店　担当部長 株式会社サンキュウ・トランスポート・中部　社長

近藤　隆一 出向　株式会社サンキュウ・トランスポート・中部　社長 出向　株式会社サンキュウ・トランスポート・中部　顧問

佐々木　幸三 出向　大分ビジネスサービス株式会社 大分ビジネスサービス株式会社　社長

金田　和光人 大分ビジネスサービス株式会社　社長 大分ビジネスサービス株式会社　顧問

田中　勉 九州エリア　八幡支店　副支店長 株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　社長

山本　育夫 株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　社長 株式会社サンキュウ・トランスポート・九州　顧問
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年６月２１日）

氏名（漢字） 旧職 新職

野崎　太次郎 鹿島支店長 安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長

名越　信清 東日本エリア　鹿島支店長付 東日本エリア　鹿島支店長

（発令日：２０１１年６月２１日）

関連人事関連人事関連人事関連人事

氏名（漢字） 旧職 新職

本多　昇 執行役員　安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長 顧問　兼サンネット物流株式会社　社長

北野　修 サンネット物流株式会社　社長 サンネット物流株式会社　顧問
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山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年６月２９日）

氏名（漢字） 旧職 新職

野田　秀臣 財務、人事・労政、技術･システム管掌付 監査役

美好　秀樹
執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部　副本部長
兼メンテナンス事業部長

執行役員　中・四国エリア長

早川　陽一 執行役員　中・四国エリア長 執行役員　九州エリア長

中村　公大 経営企画副担当　兼経営企画部長 執行役員　経営企画副担当　兼経営企画部長

野崎　太次郎 安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長 執行役員　安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長

倉重　納
プラント・エンジニアリング事業本部　副本部長　兼プロ
ジェクト事業部長

執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部　副本部長　兼プロジェクト
事業部長

大庭　政博 中・四国エリア　周南支店長
執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部　副本部長　兼メンテナンス
事業部長

矢野　峰男 首都圏エリア長 執行役員　首都圏エリア長

小川　隆 関西エリア長 執行役員　関西エリア長

渡辺　正之 東日本エリア　千葉支店　副支店長 中・四国エリア　周南支店長

三宅　速 監査役 顧問

神田　若義 執行役員　事業・エリア管掌付（物流営業担当） 顧問　（物流営業担当）

山田　英明 執行役員　事業・エリア管掌付（化学営業担当） 顧問　（化学営業担当）

北川　恭一 執行役員　九州エリア長 顧問　（九州営業担当）
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風早　務 顧問 退任

山九株式会社 2011年4月1日

（発令日：２０１１年６月２９日）

関連人事関連人事関連人事関連人事

氏名（漢字） 旧職 新職

浅島　栄一郎 執行役員　総務・法務・広報、経営企画管掌付 サンキュウビジネスサービス株式会社　社長

田中　正衛 サンキュウビジネスサービス株式会社　社長 サンキュウビジネスサービス株式会社　会長
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