
 
 

 

 

人事異動のお知らせ 

 

ヤマトホールディングス株式会社は、下記の通り人事異動を行いましたのでお知らせします。 

 

  記 

2020年 3月 1日付 

＜ヤマトホールディングス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

社長室長 
社長室（構造改革担当） 

シニアマネージャー 
寺澤 敦 

経営戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

経営戦略立案推進機能 

マネージャー 
大島 那奈子 

海外戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

グローバル戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
北川 太治 

海外戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

グローバル戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
小山 貴義 

海外戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

経営戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
荒川 剛 

海外戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

グローバル戦略立案推進機能 

マネージャー 
工藤 陽介 

コーポレートコミュニケーション戦略

立案推進機能 シニアマネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 広報戦略部

長 

広報戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
阿部 和彦 

ＩＴ改革推進機能 

シニアマネージャー 

ＩＴ戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
柴田 裕介 

デジタル戦略推進機能 

シニアマネージャー 

社長室（デジタルイノベーション担当） 

シニアマネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社デジタル戦略部長 

竹村 幸子 

人事戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

ヤマト運輸株式会社 

執行役員四国支社長 
渡邊 一樹 

人事戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

ヤマト運輸株式会社 

働き方改革室長 
塩澤 和洋 

人事戦略立案推進機能付 
神戸ヤマト運輸株式会社 

代表取締役社長 
加藤 佳之 

2020年 2月 27日 



 

法務戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 

プロジェクト渉外 

マネージャー 
滝沢 良央 

ＥＳＧ戦略立案推進機能シニアマネー

ジャー 兼 ヤマト運輸株式会社 安

全・ＣＳＲ推進部部長 

ヤマト運輸株式会社安全・ＣＳＲ推進部長 

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

ＥＳＧ戦略立案推進機能シニアマネージャ

ー 

小坂 正人 

社長室 

マネージャー 

社長室（構造改革担当） 

アシスタントマネージャー 
門倉 弘幸 

経営戦略立案推進機能 

マネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社 

経営戦略担当マネージャー 
佐藤 秀史 

海外戦略立案推進機能 

マネージャー 

グローバル戦略立案推進機能 

マネージャー 
大上 直樹 

海外戦略立案推進機能 

マネージャー 

グローバル戦略立案推進機能 

マネージャー 
竹内 俊郎 

海外戦略立案推進機能 

マネージャー 

経営戦略立案推進機能 

マネージャー 
大河原 克彬 

コーポレートコミュニケーション戦略

立案推進機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 広報戦略部

課長 

広報戦略立案推進機能 

マネージャー 
原 昇三 

コーポレートコミュニケーション戦略

立案推進機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 広報戦略部

課長 

広報戦略立案推進機能 

マネージャー 
斉藤 清裕 

コーポレートコミュニケーション戦略

立案推進機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 広報戦略部

課長 

ヤマト運輸株式会社広報戦略部課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社  

広報戦略立案推進機能マネージャー 

長尾 隆之 

ＩＴ改革推進機能 

マネージャー 

ＩＴ戦略立案推進機能 

マネージャー 
櫛田 光俊 

ＩＴ改革推進機能 

マネージャー 

ＩＴ戦略立案推進機能 

マネージャー 
奥住 智洋 

ＩＴ改革推進機能 

マネージャー 

ＩＴ戦略立案推進機能 

マネージャー 
小泉 輝政 

デジタル戦略推進機能 

マネージャー 

社長室（デジタルイノベーション担当）マ

ネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 デジタル戦略部

課長 

工藤 謙一郎 

デジタル戦略推進機能 

マネージャー 

社長室（デジタルイノベーション担当）

マネージャー 
野口 修一 

デジタル戦略推進機能 

マネージャー 

社長室（デジタルイノベーション担当）

マネージャー 
森 憲司 



 

デジタル戦略推進機能 

マネージャー 

社長室（デジタルイノベーション担当）

マネージャー 
田中 克明 

デジタル戦略推進機能マネージャー  

兼 社長室マネージャー 

社長室（構造改革担当）アシスタントマ

ネージャー 
荒川 菜津美 

人事戦略立案推進機能 

マネージャー 

ヤマト運輸株式会社 

人材開発部人材育成課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社  

人事戦略立案推進機能マネージャー 

野内 睦子 

人事戦略立案推進機能 

マネージャー 

ヤマト運輸株式会社 

人事戦略部人事総務課長 
中川 泰宏 

人事戦略立案推進機能 

マネージャー 

ヤマト運輸株式会社 

奈良主管支店長 
深井 靖彦 

人事戦略立案推進機能 

マネージャー 

グループネットワーク戦略立案推進機能

マネージャー 
宮﨑 太志 

法務戦略立案推進機能 

マネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパ

ン株式会社 

法務ＣＳＲ担当ゼネラルマネージャー 

酒井 清司 

グループガバナンス改革室 

マネージャー 

グループガバナンス改革室 

アシスタントマネージャー 
福澤 やよい 

監査機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 監査部監査

課長 

ヤマト運輸株式会社 

関西支社副支社長 
万城 靖憲 

監査機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 監査部課長 

ヤマト運輸株式会社 

働き方改革室課長 
越前谷 良和 

監査機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 監査部課長 

ヤマト運輸株式会社 

監査部課長 
安彦 智則 

監査機能マネージャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 監査部課長 

ヤマト運輸株式会社 

監査部監査課長 
矢島 雄一 

 

 

＜ヤマト運輸株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ＣＲＭ戦略プロジェクト担当部長 執行役員中部支社長 戸川 厚志 

経営戦略部長 ソリューション設計部長 平島 紀 

輸送統括部長 
ネットワーク統括部ベースオペレーショ

ン課長 
早見 友男 



 

宅急便戦略部長 札幌主管支店長 藤崎 公英 

法人事業部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 

社長室（構造改革担当）シニアマネージ

ャー 

稲森 浩司 

法人事業部部長 宅急便戦略部長 三浦 武 

法人事業部部長 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社

執行役員 
神宮 努 

ＥＣ事業部部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室シニアマネージャー 

事業構想プロジェクト 

プロジェクトマネージャー 
齊藤 泰裕 

ＥＣ事業部部長 第二法人営業部課長 堤 昇 

ＥＣ事業部部長 城北主管支店長 岩渕 潤平 

ＥＣ事業部部長 宅急便戦略部宅急便戦略課長 中西 優 

札幌主管支店長 福井主管支店長 安蘇 慎一 

函館主管支店長 京阪主管支店長 竹内 義和 

千歳主管支店長 東静岡主管支店長 北川 淳也 

青森主管支店長 
ソーティングベース設置プロジェクト 

プロジェクトマネージャー 
小林 功 

秋田主管支店長 佐賀ベース店ベース長 杉野 真哉 

山形主管支店長 長岡ベース店ベース長 花房 誠治 

郡山主管支店長 秋田主管支店長 齊藤 公平 

新宮城主管支店長 関西支社マネージャー 妹尾 真一 

城北主管支店長 東京支社マネージャー 櫻岡 健司 



 

北東京主管支店長 東京支社副支社長 清水 宏一 

武蔵野主管支店長 阪神主管支店長 小川 範行 

城東主管支店長 山形主管支店長 大場 浩二 

厚木ゲートウェイベースベース長 船橋ベース店ベース長 正岡 隆 

神奈川主管支店長 ネットワーク統括部長 菅野 雅夫 

船橋主管支店長 湘南主管支店長 松田 守弘 

成田主管支店長 人材開発部人材採用課長 越川 武義 

湘南主管支店長 成田主管支店長 杉澤 良 

東松山主管支店長 新潟主管支店長 松浦 由美 

所沢主管支店長 設備管理部長 畠山 和生 

新潟主管支店長 広報戦略部長 藤岡 昌樹 

長野主管支店長 千歳主管支店長 竹田 昭雄 

福井主管支店長 名古屋ベース店ベース長 増田 雅美 

東静岡主管支店長 愛媛主管支店長 春山 亮太 

浜松主管支店長 中部支社副支社長 前川 好男 

中部ゲートウェイベースベース長 関西支社マネージャー 西村 一 

名古屋主管支店長 浜松主管支店長 星野 武司 



 

三重主管支店長 和歌山主管支店長 高木 強 

小牧主管支店長 西埼玉ベース店ベース長 松田 圭左 

阪神主管支店長 名古屋主管支店長 鳥谷 健一 

奈良主管支店長 大阪主管支店次長 泉谷 勲 

和歌山主管支店長 長野ベース店ベース長 福田 明久 

兵庫主管支店長 佐賀主管支店長 矢田 実 

北大阪主管支店長 岡山主管支店長 中島 義和 

新大阪主管支店長 北大阪主管支店長 赤塚 愼一 

京阪主管支店長 北信越支社マネージャー 吉田 宗泰 

関西支社副支社長 三重主管支店長 川上 伸次 

岡山主管支店長 長野主管支店長 副島 明 

三次主管支店長 奈良ベース店ベース長 西田 博信 

愛媛主管支店長 安全・ＣＳＲ推進部法務・ＣＳＲ課係長 高橋 克典 

佐賀主管支店長 津山ベース店ベース長 永井 靖人 

長崎主管支店長 熊本ベース店ベース長 橋本 卓志 

ＣＲＭ戦略プロジェクト 
プロジェクトマネージャー 

宅急便戦略部課長 野瀬 信幸 

東京オリンピック・パラリンピックプ

ロジェクトプロジェクトマネージャ

ー 

東京オリンピック・パラリンピック準備プ

ロジェクト 

プロジェクトマネージャー 

藤倉 健介 



 

人事戦略部人事総務課長 
ヤマトホールディングス株式会社 

ダイバーシティ推進室長 
西橋 展子 

安全・ＣＳＲ推進部法務・ＣＳＲ課長 

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

法務戦略立案推進機能マネージャー 

安全・ＣＳＲ推進部法務・ＣＳＲ課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

ＥＳＧ戦略立案推進機能マネージャー 

小川 貴弘 

リテール事業改革室課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室マネージャー 

宅急便オペレーション部課長 佐藤 敬 

輸送統括部課長 

ヤマトホールディングス株式会社 

社長室（デジタルイノベーション担当）マ

ネージャー 

兼 ヤマト運輸株式会社デジタル戦略推進

部課長 

小川 悦子 

輸送統括部輸送マネジメント課長 
ネットワーク統括部ベースオペレーショ

ン課長 
柴崎 安利 

輸送統括部輸送マネジメント課課長 
ネットワーク統括部ベースオペレーショ

ン課長 
加地 慎二 

輸送統括部業務基盤改革課長 
ネットワーク統括部 

域内ネットワーク戦略課長 
小泉 雄介 

輸送統括部作業工程改革課長 埼玉ベース店ベース長 山本 純 

輸送統括部輸送戦略企画課長 
ネットワーク統括部 

幹線ネットワーク戦略課長 
高橋 祐成 

輸送統括部作業戦略企画課長 
ネットワーク統括部ベースオペレーショ

ン課長 
川口 翔平 

宅急便オペレーション部課長 南関東支社副支社長 櫻井 達彦 

宅急便戦略部課長 東松山主管支店長 柴崎 智行 

宅急便戦略部宅急便戦略課長 青森主管支店長 岡野 岳人 

宅急便戦略部商品サービス課長 宅急便戦略部宅急便戦略課係長 大渕 清隆 

法人事業部課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 

社長室（構造改革担当）マネージャー 
小澤 信幸 

法人事業部課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 

社長室（構造改革担当）マネージャー 
鎌田 芳文 

法人事業部課長 
ヤマトロジスティクス株式会社 

営業統括本部 ソリューション営業部長 
茂木 孝夫 



 

法人事業部課長 
ヤマトロジスティクス株式会社 

オペレーション本部部長 
高橋 正幸 

法人事業部課長 
ヤマトロジスティクス株式会社 

営業統括本部 営業推進部部長 
吉岡 英輔 

法人事業部課長 
ヤマトロジスティクス株式会社 

営業統括本部 営業企画部長 
杉本 浩也 

法人事業部課長 宅急便戦略部商品サービス課長 神南 美和 

地域共創推進室課長 

兼 ヤマトホールディングス株式会

社 地域共創推進機能マネージャー 

地域共創プロジェクトプロジェクトマネ

ージャー 兼 ヤマトホールディングス

株式会社 地域共創プロジェクトマネー

ジャー 

松良 信一 

ＥＣ事業部課長 船橋主管支店長 山口 泰博 

ＥＣ事業部課長 武蔵野主管支店長 馬場 良洋 

ＥＣ事業部課長 新大阪主管支店長 田嶋 敬靖 

ＥＣ事業部課長 所沢主管支店長 中林 朋広 

ＥＣ事業部課長 中部ゲートウェイベース ベース長 神谷 直樹 

ＥＣ事業部課長 三次主管支店長 岡原 宏昇 

ＥＣ事業部課長 城東主管支店長 暈 浩治 

ＥＣ事業部課長 事業構想プロジェクト係長 荒木 英明 

ＥＣ事業部課長 第二法人営業部課長 渋谷 高志 

ＥＣ事業部課長 函館主管支店長 西村 通哲 

ＥＣ事業部課長 ボックスチャーター株式会社 部長 直井 人士 

設備管理部施設・機材課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

人事戦略立案推進機能マネージャー 

設備管理部施設・機材課長 寺本 一喜 



 

設備管理部車両課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

人事戦略立案推進機能マネージャー 

設備管理部車両課長 上野 公 

設備管理部課長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

人事戦略立案推進機能マネージャー 

次世代集配車両プロジェクト係長 深谷 義仁 

 

 

 

＜沖縄ヤマト運輸株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ＣＳＲ推進部長 財務部長 齊藤 芳範 

財務部長 沖縄主管支店経理課長 金城 正和 

経営企画部部長 沖縄主管支店長 池間 広光 

沖縄主管支店長 長崎主管支店長 藤岡 勝也 

 

 

＜ヤマトグローバルエキスプレス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ネットワーク戦略担当ゼネラルマネー

ジャー  

兼 ヤマト運輸株式会社 輸送統括部

課長 

ネットワーク戦略担当ゼネラルマネージ

ャー 
尾関 昌樹 

 

 

＜ヤマトコンタクトサービス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

営業戦略部部長 
ヤマト運輸株式会社 

経営戦略部課長 
尾関 こころ 

 

 

＜ヤマトロジスティクス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

営業統括本部 営業企画部長 営業統括本部 ソリューション営業部長 中村 紀史 



 

営業統括本部 営業企画部長 営業統括本部 ソリューション営業部長 西田 恭明 

営業統括本部 営業企画部長 
ヤマト運輸株式会社 

ソリューション設計部課長 
水島 浩之 

営業統括本部 営業企画部長 
ヤマト運輸株式会社 

経営戦略部長 
佐々木 啓介 

営業統括本部 営業企画部長 
ヤマト運輸株式会社 

第四法人営業部課長 
伊藤 匡 

営業統括本部 

ソリューション営業部長 
営業統括本部 営業企画部長 中村 弘貴 

営業統括本部 

ソリューション営業部長 

ヤマト運輸株式会社 

第一法人営業部課長 
小峰 彰 

営業統括本部 

ソリューション営業部長 

ヤマト運輸株式会社 

第一法人営業部長 
池田 克司 

営業統括本部 

ソリューション営業部長 

ヤマト運輸株式会社 

ソリューション設計部課長 
関 和廣 

営業統括本部 

ソリューション営業部長 

ヤマト運輸株式会社 

第三法人営業部課長 
金子 宏昌 

営業統括本部 

営業推進部部長 

ヤマト運輸株式会社 

ソリューション設計部課長 
榎並 孝典 

経営戦略担当ゼネラルマネージャー  

兼 ヤマトホールディングス株式会

社 社長室マネージャー 

経営戦略担当ゼネラルマネージャー 坂田 貴志 

人事戦略担当部長 ソリューション営業部長 久保田 妙子 

監査部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会

社 監査担当マネージャー 

監査部長 藤多 範和 

 

 

＜ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ＩＴ担当ゼネラルマネージャー  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

ＩＴ改革推進機能マネージャー 

ＩＴ戦略課長 海藤 和之 

貿易物流サービスカンパニーゼネラ

ルマネージャー 

シンガポールヤマト運輸株式会社 

取締役社長 
高山 純 

ゼネラルマネージャー 
マレーシアヤマト運輸株式会社 

取締役社長 
北岡 剛史 



 

 

 

＜ヤマトホームコンビニエンス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

経営戦略部長 北信越統括支店長 宇山 高幸 

引越戦略部長 
ヤマト運輸株式会社 

事業構想プロジェクト部長 
山本 明徳 

引越戦略部部長 リテール営業部部長 田中 雅敏 

営業戦略部長 引越戦略部部長 三重堀 敦也 

監査部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会

社 監査担当マネージャー 

監査部長 蔵本 隆治 

東関東統括支店長 執行役員東関東統括支店長 横井 聡 

西関東統括支店長 九州統括支店長 森川 隆 

北信越統括支店長 
ヤマト運輸株式会社 

東北支社マネージャー 
高間 俊光 

中部統括支店長 執行役員中部統括支店長 内川 雅貴 

関西統括支店長 執行役員関西統括支店長 田中 正裕 

四国統括支店長 経営戦略部長 村田 朋哉 

九州統括支店長 
ヤマト運輸株式会社 

福井ベース店ベース長 
井村 拓也 

 

 

＜ヤマトフィナンシャル株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

取締役執行役員経営戦略部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

社長室シニアマネージャー 

取締役執行役員経営戦略部長 伊藤 弘将 

監査室長 兼 ヤマトホールディン

グス株式会社 監査担当マネージャ

ー 

ヤマトリース株式会社執行役員 齋藤 雅裕 



 

広域法人支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
広域法人支店長 兒玉 正樹 

北海道統括支店長 兼 ヤマト運輸

株式会社 法人事業部課長 
営業戦略部マネージャー 長谷川 透 

東北統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
東北統括支店長 倉持 淳 

関東統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
関東統括支店長 長谷川 誠 

東京統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
九州統括支店長 安井 信治 

北信越統括支店長 兼 ヤマト運輸

株式会社 法人事業部課長 
北信越統括支店長 長谷川 哲也 

中部統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
中部統括支店長 関 裕作 

関西統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
関西統括支店長 野澤 雅希 

中国統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
中国統括支店長 安藤 雄一 

四国統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
四国統括支店長 越智 憲之 

九州統括支店長 兼 ヤマト運輸株

式会社 法人事業部課長 
北海道統括支店長 比嘉 義人 

 

 

＜ヤマトクレジットファイナンス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

クレジット事業部長 関西営業部部長 宇田川 尚泰 

経営戦略部部長 兼 監査室長 営業戦略部長 兼 クレジット事業部長 井村 稔 

 

 

＜ヤマトシステム開発株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

地域統括営業本部長 兼 ヤマト運輸

株式会社 法人事業部部長 
地域統括営業本部長 荒金 悟 



 

地域統括営業本部東京支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部東京支店長 原 裕介 

地域統括営業本部関東支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部関東支店長 村山 太一 

地域統括営業本部中部支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部中部支店長 出雲 裕久 

地域統括営業本部関西支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部関西支店長 上村 耕治 

地域統括営業本部中四国支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部中四国支店長 玉田 淳 

地域統括営業本部九州支店長 兼 

ヤマト運輸株式会社 法人事業部課

長 

地域統括営業本部九州支店長 久保 祐二 

 

 

＜ヤマトオートワークス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

社長付ゼネラルマネージャー ヤマト運輸株式会社 郡山主管支店長 高松 徹 

社長付ゼネラルマネージャー 香港ヤマト運輸株式会社董事兼副総経理 八幡 健 

社長付ゼネラルマネージャー ヤマト運輸株式会社北関東支社副支社長 堀 岳彦 

 

 

＜ボックスチャーター株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

部長 チーフマネージャー 浅古 潤也 

部長 
ヤマト運輸株式会社 

厚木ゲートウェイベースベース長 
小川 明広 

 

 

＜ヤマトボックスチャーター株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

営業戦略部長 関西統括支店長 川瀬 憲太郎 



 

構造改革部長 営業戦略部長 飯田 利明 

運行オペレーション部長 輸送オペレーション部長 菅原 剛 

中部統括支店長 中四国統括支店長 小阪 美博 

関西統括支店長 
ヤマト運輸株式会社 

東京ベース店ベース長 
鈴木 千浩 

中四国統括支店長  

兼 九州統括支店長 
九州統括支店長 村瀬 将彦 

 

 

＜ヤマトマルチチャーター株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

営業部長 
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 

執行役員西関東統括支店長 
瀬川 正弘 

 

 

＜ヤマトマネージメントサービス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

業務構築部部長 

ヤマト運輸株式会社 人材開発部長  

兼 ヤマトホールディングス株式会社 

人事戦略立案推進機能シニアマネージャ

ー 

天羽 清美 

 

 

＜タイヤマト運輸株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ヴァイスプレジデント 
シンガポールヤマト運輸株式会社 

ゼネラルマネージャー 
貴家 広展 

 

 

＜ヤマトロジスティクスベトナム有限会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ヴァイスプレジデント 
ヤマトアジア株式会社 

シニアマネージャー 
大島 尚人 

 

 

 



 

 

 

＜OTL ASIA SDN. BHD.＞  

新 職 旧 職 氏 名 

ヴァイスプレジデント 
ヤマトアジア株式会社 

マネージャー 
戸川 芳信 

 

以上 

【問合せ先】 

ヤマトホールディングス株式会社広報戦略担当 中川・山本（03-3541-4141） 


