山九株式会社

平成31年2月28日

問い合わせ先：総務・CSR部長 津村 成彦 03-3536-3902

▼人事異動（役員・部支店長関連）（発令日：平成31年4月1日）
氏名（漢字）

現役職

新役職（4月1日）

中里 康男

取締役 兼 常務執行役員 財務担当 ＣＦＯ

取締役 社長付

池上 僚一

取締役 兼 常務執行役員 ビジネス・ソリューション事業 本部長

取締役 社長付

浦野 順三

執行役員 ビジネス･ソリューション事業本部 副本部長
兼 鉄鋼第二部長

執行役員 事業・エリア管掌付

結城 俊雄

取締役 兼 執行役員 経営企画担当

取締役 兼 常務執行役員 経営企画担当

諸藤 克明

執行役員 関西エリア長

常務執行役員 財務担当 ＣＦＯ

武田 政文

伊藤 茂雄

執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長
特命事項担当
取締役 兼 常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション
事業本部長 兼 国際・港運事業部長
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
兼 ３ＰＬ事業部長 兼 ３ＰＬ営業部長
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
兼 関西エリア 神戸支店長

秋友 雅浩

執行役員 安全衛生・環境担当 兼 安全衛生部長

執行役員 関西エリア長

有田 浩

人事部長

管理管掌付

河田 忠宏

プラント・エンジニアリング事業本部 プラント事業部
プラント工事部長

ビジネス･ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼第二部長

松下 誠

中・四国エリア 光支店長

安全衛生・環境担当 兼 安全衛生部長

奥田 雅彦
國清 嘉人

常務執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部長
取締役 兼 常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション 事業本部長
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
兼 ３ＰＬ事業部長
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
兼 国際・港運事業部長

氏名（漢字）

現役職

新役職（4月1日）

青山 勝巳

人事部 山九東日本サービス株式会社 社長

人事部長

飯尾 文資

首都圏エリア 首都圏ＤＣ支店長

ロジスティクス・ソリューション事業本部 ３ＰＬ営業部長

守山 滋

ロジスティクス・ソリューション事業本部 国際・港運事業部
港運部 担当部長

ロジスティクス・ソリューション事業本部 国際・港運事業部 港運部長

中井 浩

人事部 華南統括 兼 広州山九物流有限公司 総経理

ロジスティクス・ソリューション事業本部 中国・東アジア事業部
中国・東アジア事業推進部長

京本 慎一郎

中・四国エリア 広島支店 副支店長

ビジネス･ソリューション事業本部 鉄鋼第一部長

岩井 克明

プラント・エンジニアリング事業本部 企画部 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
プラント事業統括部長

村上 潤也

プラント・エンジニアリング事業本部 プラント事業部
プラント工事部 副部長

プラント・エンジニアリング事業本部 プラント事業部 プラント工事部長

瀬川 昌治

中部エリア 三重支店長

東日本エリア 東日本エリア統括部長

古川 晴久

中・四国エリア 岡山支店 副支店長

東日本エリア 千葉支店 苫小牧支店長

徳永 崇志

ロジスティクス・ソリューション事業本部 ３ＰＬ事業部
３ＰＬ業務部 副部長

首都圏エリア 首都圏ＤＣ支店長

宮田 衛

中・四国エリア 東中国支店 条鋼グループマネージャー

中部エリア 東海支店 知多支店長

国分 祐介

中部エリア 三重支店 副支店長

中部エリア 三重支店長

大西 智毅

ロジスティクス・ソリューション事業本部 国際・港運事業部
港運部長

関西エリア 神戸支店長

桑鶴 浩二

九州エリア 福岡支店長

中・四国エリア 光支店長

山本 博章

九州エリア 北九州支店 副支店長

九州エリア 福岡支店長

和田 武

人事部 広州山九物流有限公司 出向

人事部 山九東源国際（香港）有限公司 社長

氏名（漢字）

現役職

新役職（4月1日）

三輪 浩

人事部 華北統括 兼 北京山九物流有限公司 総経理

人事部 華南統括 兼 広州山九物流有限公司 総経理

野口 奉昭

人事部 山九東源国際（香港）有限公司 社長

人事部 華北統括 兼 北京山九物流有限公司 総経理

森川 智彦

人事部 山九マレーシア株式会社 出向

人事部 山九ユー・エス・エー株式会社 社長

山下 抄一

人事部 山九ロジスティクスベトナム有限会社 社長
兼 山九ベトナム有限会社 社長

本村 光太

人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向

磯部 樹実寿

人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向
（物流事業統括部長）

人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向
（物流事業統括部長）
人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向
兼 山九ＡＲＣＣサウジアラビア有限責任会社 社長
人事部 山九ロジスティクスベトナム有限会社 社長
兼 山九ベトナム有限会社 社長

新村 哲哉

ビジネス･ソリューション事業本部 鉄鋼第一部長

人事部 山九東日本サービス株式会社 社長

池田 浩

人事部 山九ユー・エス・エー株式会社 社長

首都圏エリア 横浜支店 副支店長

齋藤 渉

中部エリア 東海支店 知多支店長

中・四国エリア 東中国支店 副支店長

筬島 宏樹

東日本エリア 東日本エリア統括部長

ビジネス･ソリューション事業本部 企画部 担当部長

徳永 秀敏

井村 義孝

プラント・エンジニアリング事業本部 プラント事業部
プラント事業統括部長
ロジスティクス・ソリューション事業本部 中国・東アジア事業部
中国・東アジア事業推進部長
人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向
兼 山九ＡＲＣＣサウジアラビア有限責任会社 社長

中塚 清二

東日本エリア 千葉支店 苫小牧支店長

山下 政博

人事部 公益財団法人二ビキ育英会 出向
ロジスティクス・ソリューション事業本部 中国・東アジア事業部
中国・東アジア事業推進部
人事部 山九東南アジアホールディングス株式会社 出向
東日本エリア 千葉支店 苫小牧支店

▼関連人事（発令日：平成31年4月1日）
氏名（漢字）

現役職

新役職（4月1日）

福井 一

九州エリア

九州エリア 副エリア統轄安全衛生責任者(エリア安全統轄)

宿輪 亀二

九州エリア 副エリア統轄安全衛生責任者(エリア安全統轄)

九州エリア長付

▼人事異動（役員・部支店長関連）（発令日：平成31年6月下旬）
氏名（漢字）

現役職（4月1日)

新役職（6月下旬）

中里 康男

取締役 社長付

顧問 兼 山九健康保険組合 理事長

池上 僚一

取締役 社長付

顧問

和知 啓彦

常勤監査役

顧問

浦野 順三

執行役員 事業・エリア管掌付

中国ビジネスサービス株式会社 社長

諸藤 克明

常務執行役員 財務担当 ＣＦＯ

取締役 兼 常務執行役員 財務担当 ＣＦＯ

武田 政文

常務執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部長

取締役 兼 常務執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部長

有田 浩

管理管掌付

常勤監査役

河田 忠宏

ビジネス･ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼第二部長

執行役員 ビジネス･ソリューション事業本部 副本部長
兼 鉄鋼第二部長

松下 誠

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

▼関連人事（発令日：平成31年6月下旬）
氏名（漢字）

現役職

新役職（6月下旬）

小野 晃彦

人事部 日本工業検査株式会社 出向

日本工業検査株式会社 社長

野﨑 太次郎

日本工業検査株式会社 社長

日本工業検査株式会社 顧問

橋本 健二

中国ビジネスサービス株式会社 社長

中国ビジネスサービス株式会社 顧問

