
 
 

 

 

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 

2021年 4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 

IR戦略立案推進機能 

シニアマネージャー 
IR戦略立案推進機能マネージャー 吉村 一幸 

IR戦略立案推進機能マネージャー 
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 

監査部長 
蔵本 隆治 

東京オリンピック・パラリンピック推進

室マネージャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

ゼネラルマネージャー 
三浦 啓一 

 

 

＜ヤマト運輸株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

コーポレート部門 経営戦略部長 
ヤマトホールディングス株式会社  

経営戦略立案推進機能シニアマネージャー 
大島 那奈子 

コーポレート部門  

経営戦略部シニアマネージャー 

ヤマトパッキングサービス株式会社 執行役

員プロダクツロジスティクス事業戦略室長 
佐藤 英明 

コーポレート部門  

経営戦略部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

海外戦略立案推進機能シニアマネージャー 
吉田 迅利 

コーポレート部門  

経営戦略部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

プロジェクト渉外担当シニアマネージャー 
松本 直子 

コーポレート部門 財務部長 
ヤマトホールディングス株式会社  

財務戦略立案推進機能シニアマネージャー 
大田 宜道 

2021年 3月 17日 



 

コーポレート部門  

財務部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

IR戦略立案推進機能シニアマネージャー 
星 晴揮 

コーポレート部門 人事部長 人事戦略部長 小祝 珠樹 

コーポレート部門 人材育成部長 
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 

コーポレート部門  

コンプライアンス・リスク統括部長 

ヤマトホールディングス株式会社  

グループガバナンス改革室長 
宮田 大資 

コーポレート部門 法務部長 
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シニアマネージャー 
滝沢 良央 

コーポレート部門 アセットマネジメン

ト部シニアマネージャー 
施設管理部車両課長 上野 公 

コーポレート部門  

コーポレートコミュニケーション部長 

ヤマトホールディングス株式会社  

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 

阿部 和彦 

コーポレート部門 ＣＸデザイン部長 人事戦略部ＣＲＭ戦略プロジェクト部長 田口 祐子 

コーポレート部門  

イノベーション推進部長 

ヤマトホールディングス株式会社 オープン

イノベーション推進室シニアマネージャー 
足立 崇彰 

コーポレート部門 監査部長 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能シニアマネージャー 
山田 正俊 

コーポレート部門 社長室マネージャー カスタマーサービス部品質管理課長 牧崎 尚之 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
門倉 弘幸 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
上本 佳史 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
小野寺 博史 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
原 昇三 



 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

海外戦略立案推進機能マネージャー 
守屋 伊久美 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
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 
深井 靖彦 

コーポレート部門 社長室マネージャー 宅急便オペレーション部課長 羽場 正信 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
タイヤマト運輸株式会社  

ヴァイスプレジデント 
貴家 広展 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室アシスタントマネージャー 
亀田 俊介 

コーポレート部門 社長室マネージャー 
ヤマトシステム開発株式会社  

人事戦略室人事戦略グループマネージャー 
宮内 邦明 

コーポレート部門  

経営戦略部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

経営戦略立案推進機能マネージャー 
佐藤 秀史 

コーポレート部門  

経営戦略部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

経営戦略立案推進機能マネージャー 
清瀬 正裕 

コーポレート部門  

経営戦略部マネージャー 
経営戦略部経営戦略課長 新川 喜美洋 

コーポレート部門  

経営戦略部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

プロジェクト渉外担当マネージャー 
山田 佳奈 

コーポレート部門  

経営戦略部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能アシスタントマネージャー 
下簗 亮一 

コーポレート部門 財務部財務課長 
ヤマトホールディングス株式会社  

財務戦略立案推進機能マネージャー 
松井 直輝 

コーポレート部門 財務部マネージャー 財務部課長 金子 雅伸 

コーポレート部門 財務部マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

財務戦略立案推進機能マネージャー 
三石 貴啓  

コーポレート部門 人事部人事戦略課長 人事戦略部人事戦略課長 尾崎 洋輔 



 

コーポレート部門  

人事部人事戦略課マネージャー 

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 
間瀬 直美 

コーポレート部門 人事部人事管理課長 
ヤマトフィナンシャル株式会社  

経営戦略部部長 
秋田 敬介 

コーポレート部門  

人事部人事管理課マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 人事戦略

立案推進機能アシスタントマネージャー 
畑中 大輔 

コーポレート部門 人事部人事業務課長 
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 
中川 泰宏 

コーポレート部門 人事部マネージャー 
ヤマトロジスティクス株式会社 人事戦略担

当ゼネラルマネージャー 
石毛 智昭 

コーポレート部門 人事部マネージャー 
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 
瀬古 康正 

コーポレート部門 人事部マネージャー 人事戦略部人事総務課係長 髙橋 博一 

コーポレート部門 人事部マネージャー 東京支社マネージャー 金子 浩 

コーポレート部門 人事部マネージャー 人事戦略部係長 真田 裕示 

コーポレート部門 人事部マネージャー 九州支社マネージャー 丸山 初功 

コーポレート部門 人事部付 
一般社団法人ヤマトグループ総合研究所 

エグゼクティブアナリスト 
櫻庭 英悦 

コーポレート部門 人事部付課長 ヤマトロジスティクス株式会社 監査役 田中 隆弘 

コーポレート部門 人事部付課長 ヤマトフィナンシャル株式会社 監査役 大庭 正久 

コーポレート部門 人事部付課長 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

監査役 
高口 弘之 

コーポレート部門 人事部付課長 
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 監査役 
末永 卓 



 

コーポレート部門 人事部付課長 ヤマトフィナンシャル株式会社 監査室長 齋藤 雅裕 

コーポレート部門 ＥＸ推進部ＥＸ推進

課長 
人事戦略部人事総務課長 萩原 展子 

コーポレート部門  

ＥＸ推進部マネージャー 

ヤマトオートワークス株式会社 経営管理室

人事総務担当 兼  

育成戦略担当ゼネラルマネージャー 

高橋 幸一  

コーポレート部門  

人材育成部人材採用課長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 人事総務担当ゼネラルマネージャー 
小坂 隆弘 

コーポレート部門  

人材育成部人材育成課長 
名古屋主管支店長 星野 武司  

コーポレート部門  

総務部総務課長 兼 秘書課長 
ヤマトホールディングス株式会社 秘書室長 斉藤 政義 

コーポレート部門 総務部特別監理課長 安全・CSR推進部特別監理課長 佐藤 勝也 

コーポレート部門 安全部安全戦略課長 安全・CSR推進部安全推進課長 倉橋 征示 

コーポレート部門  

安全部交通安全推進課長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ＣＳＲ戦略担当ゼネラルマネージャー 
小林 勝  

コーポレート部門  

安全部労働安全衛生課長 

ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
小出 健志 

コーポレート部門 安全部マネージャー 成田主管支店長 越川 武義 

コーポレート部門 安全部マネージャー 
ヤマトコンタクトサービス株式会社  

人事戦略部長 
井上 貴博 

コーポレート部門 安全部マネージャー 

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 

甲州 寿雄 

コーポレート部門 コンプライアンス・

リスク統括部リスク統括課長 

ヤマトホールディングス株式会社 グループ

ガバナンス改革室アシスタントマネージャー 
北村 圭太 

コーポレート部門 コンプライアンス・

リスク統括部内部統制課長 

ヤマトホールディングス株式会社 グループ

ガバナンス改革室マネージャー 
福澤 やよい  



 

コーポレート部門 コンプライアンス・

リスク統括部情報セキュリティ課長 
宅急便戦略部商品サービス課係長 三枝 浩司 

コーポレート部門  

サステナビリティ推進部環境戦略課長 

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 
池田 誠 

コーポレート部門 サステナビリティ推

進部社会領域戦略課長 
ＥＣ事業部係長 新居 邦子 

コーポレート部門 法務部マネージャー 安全・ＣＳＲ推進部法務・ＣＳＲ課長 小川 貴弘 

コーポレート部門 法務部マネージャー 
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 
酒井 清司 

コーポレート部門 法務部マネージャー 
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 
石井 勇策 

コーポレート部門  

アセットマネジメント部施設戦略課長 

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 
宮﨑 太志 

コーポレート部門  

アセットマネジメント部車両戦略課長 
施設管理部課長 深谷 義仁 

コーポレート部門  

アセットマネジメント部許認可管理課長 
施設管理部施設・機材課長 菊地 正幸 

コーポレート部門 コーポレートコミュ

ニケーション部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

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 

長尾 隆之  

コーポレート部門 コーポレートコミュ

ニケーション部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

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 

山本 寛之 

コーポレート部門 コーポレートコミュ

ニケーション部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

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 

斉藤 清裕 

コーポレート部門 コーポレートコミュ

ニケーション部マネージャー 
広報戦略部係長 関口 岳 

コーポレート部門  

ＣＸデザイン部マネージャー 

人事戦略部 

ＣＲＭ戦略プロジェクトマネージャー 
倉屋 敬洋 

コーポレート部門  

イノベーション推進部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

オープンイノベーション推進室マネージャー 
森 憲司 



 

コーポレート部門  

イノベーション推進部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

オープンイノベーション推進室マネージャー 
吉野 亨 

コーポレート部門 監査部監査企画課長 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
片山 巌 

コーポレート部門 監査部内部監査課長 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
万城 靖憲  

コーポレート部門  

監査部データ監査課長 

ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
矢島 雄一 

コーポレート部門 監査部マネージャー 
ヤマトボックスチャーター株式会社  

監査部長 
坂本 学 

コーポレート部門 監査部マネージャー ヤマトロジスティクス株式会社 監査部長 藤多 範和 

コーポレート部門 監査部マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
薄井 龍雄 

コーポレート部門 監査部マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
関口 哲也 

コーポレート部門 監査部マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
越前谷 良和  

コーポレート部門 監査部マネージャー 
ヤマトホールディングス株式会社  

監査機能マネージャー 
柴崎 智行 

リテール事業本部  

ゼネラルマネージャー 
南東京主管支店長 井黒 聖一 

リテール事業本部  

ゼネラルマネージャー 
宅急便戦略部長 藤崎 公英 

リテール事業本部  

ゼネラルマネージャー 
船橋主管支店長 松田 守弘 

リテール事業本部  

ゼネラルマネージャー 
滋賀主管支店長 大迫 貴司 

リテール事業本部 ゼネラルマネージャ

ー 兼 オペレーション推進部長 
宅急便オペレーション部長 石王丸 竜一 



 

リテール事業本部 事業戦略部長 経営戦略部長 平島 紀    

リテール事業本部 営業推進部長 ＣＲＭ戦略プロジェクト部長 戸川 厚志 

リテール事業本部 ＣＸ推進部長 カスタマーサービス部長 有薗 功二 

リテール事業本部  

事業戦略部マネージャー 
リテール事業改革室課長 野瀬 信幸 

リテール事業本部  

営業推進部マネージャー 
宅急便戦略部課長 伊藤 泰治 

リテール事業本部  

営業推進部マネージャー 
宅急便戦略部課長 尾関 昌樹 

リテール事業本部  

オペレーション推進部マネージャー 
宅急便オペレーション部課長 広川 順一郎 

リテール事業本部  

オペレーション推進部マネージャー 
宅急便オペレーション部課長 櫻井 達彦 

リテール事業本部  

オペレーション推進部マネージャー 
東京支社マネージャー 田中 祐吾 

リテール事業本部  

ＣＸ推進部お客さまサービスセンター長 

カスタマーサービス部 

お客様サービスセンター長 
安彦 英和 

リテール事業本部  

ＣＸ推進部マネージャー 
埼玉主管支店長 鶴 貴裕 

リテール事業本部 地域共創推進部課長 地域共創推進室課長 松良 信一 

リテール事業本部  

地域共創推進部マネージャー 
ＥＣ事業部課長 神地 秀樹 

リテール事業本部 札幌主管支店長 札幌主管支店長 安蘇 慎一 

リテール事業本部 函館主管支店長 函館主管支店長 篠山 潤一 



 

リテール事業本部 千歳主管支店長 千歳主管支店長 北川 淳也 

リテール事業本部 道北主管支店長 道北主管支店長 佐藤 賢吾 

リテール事業本部 道東主管支店長 道東主管支店長 鈴木 庸介 

リテール事業本部 青森主管支店長 青森主管支店長 小林 功 

リテール事業本部 秋田主管支店長 秋田主管支店長 杉野 真哉 

リテール事業本部 岩手主管支店長 岩手主管支店長 木村 祐一 

リテール事業本部 宮城主管支店長 宮城主管支店長 江口 真一 

リテール事業本部 山形主管支店長 山形主管支店長 花房 誠治 

リテール事業本部 郡山主管支店長 郡山主管支店長 齊藤 公平 

リテール事業本部 新宮城主管支店長 新宮城主管支店長 妹尾 真一 

リテール事業本部 福島主管支店長 徳島主管支店長 石山 美香 

リテール事業本部 城北主管支店長 城北主管支店長 櫻岡 健司 

リテール事業本部 北東京主管支店長 北東京主管支店長 清水 宏一 

リテール事業本部 東京主管支店長 流山主管支店長 糸賀 司 

リテール事業本部 南東京主管支店長 多摩主管支店長 加藤 敦 



 

リテール事業本部 西東京主管支店長 茨城主管支店長 清水 岳治 

リテール事業本部 新東京主管支店長 新東京主管支店長 水野 勉 

リテール事業本部 東東京主管支店長 東東京主管支店長 濵野 道康 

リテール事業本部 武蔵野主管支店長 武蔵野主管支店長 小川 範行 

リテール事業本部 城東主管支店長 城東主管支店長 大場 浩二 

リテール事業本部 副都心主管支店長 副都心主管支店長 小宮 諭 

リテール事業本部 多摩主管支店長 宅急便戦略部宅急便戦略課長 岡野 岳人 

リテール事業本部 東京港主管支店長 東京港主管支店長 竹原 夏愛 

リテール事業本部 千葉主管支店長 千葉主管支店長 中村 良一 

リテール事業本部 横浜主管支店長 横浜主管支店長 本橋 秀己 

リテール事業本部 厚木主管支店長 厚木主管支店長 渡辺 光章 

リテール事業本部 神奈川主管支店長 香川主管支店長 中塚 宏明 

リテール事業本部 船橋主管支店長 熊本主管支店長 大澤 政広 

リテール事業本部 山梨主管支店長 山梨主管支店長 原 宏昭 

リテール事業本部 成田主管支店長 
ヤマトホールディングス株式会社 ＥＳＧ戦

略立案推進機能アシスタントマネージャー 
青澤 勇 



 

リテール事業本部 湘南主管支店長 湘南主管支店長 杉澤 良 

リテール事業本部 川崎主管支店長 川崎主管支店長 兼平 貴寛 

リテール事業本部 茨城主管支店長 越谷主管支店長 河内 政幸 

リテール事業本部 栃木主管支店長 栃木主管支店長 金原 竜次 

リテール事業本部 群馬主管支店長 群馬主管支店長 三浦 公義 

リテール事業本部 埼玉主管支店長 姫路主管支店長 堀 広伸 

リテール事業本部 東松山主管支店長 東松山主管支店長 松浦 由美 

リテール事業本部 越谷主管支店長 福島主管支店長 鳴海 雄己 

リテール事業本部 所沢主管支店長 愛知主管支店長 関根 利治 

リテール事業本部 流山主管支店長 神奈川主管支店長 菅野 雅夫 

リテール事業本部 新潟主管支店長 新潟主管支店長 藤岡 昌樹 

リテール事業本部 長岡主管支店長 長岡主管支店長 大澤 正之 

リテール事業本部 長野主管支店長 長野主管支店長 竹田 昭雄 

リテール事業本部 松本主管支店長 松本主管支店長 宮坂 昌治 

リテール事業本部 富山主管支店長 富山主管支店長 元脇 晋也 



 

リテール事業本部 金沢主管支店長 金沢主管支店長 永野 裕哉 

リテール事業本部 福井主管支店長 福井主管支店長 増田 雅美 

リテール事業本部 東静岡主管支店長 東静岡主管支店長 春山 亮太 

リテール事業本部 浜松主管支店長 浜松主管支店長 前川 好男 

リテール事業本部 三河主管支店長 三河主管支店長 鈴木 浩治 

リテール事業本部 名古屋主管支店長 静岡主管支店長 小倉 太 

リテール事業本部 三重主管支店長 三重主管支店長 高木 強 

リテール事業本部 小牧主管支店長 愛知ベース店ベース長 高橋 千里 

リテール事業本部 愛知主管支店長 小牧主管支店長 松田 圭左 

リテール事業本部 岐阜主管支店長 西東京主管支店長 中尾 哲也 

リテール事業本部 静岡主管支店長 浜松主管支店営業企画課長 氏原 慎吾 

リテール事業本部 大阪主管支店長 大阪主管支店長 森岡 紀之 

リテール事業本部 阪神主管支店長 阪神主管支店長 鳥谷 健一 

リテール事業本部 京都主管支店長 京都主管支店長 陣谷 智 

リテール事業本部 滋賀主管支店長 関西支社マネージャー 小比賀 正規 



 

リテール事業本部 奈良主管支店長 奈良主管支店長 泉谷 勲 

リテール事業本部 和歌山主管支店長 和歌山主管支店長 福田 明久 

リテール事業本部 兵庫主管支店長 兵庫主管支店長 矢田 実    

リテール事業本部 姫路主管支店長 岐阜主管支店長 三木 啓道 

リテール事業本部 北大阪主管支店長 北大阪主管支店長 中島 義和 

リテール事業本部 南大阪主管支店長 南大阪主管支店長 川上 伸次 

リテール事業本部 東大阪主管支店長 東大阪主管支店長 山口 泰博 

リテール事業本部 新大阪主管支店長 新大阪主管支店長 赤塚 愼一 

リテール事業本部 南京都主管支店長 南京都主管支店長 吉田 宗泰 

リテール事業本部 岡山主管支店長 岡山主管支店長 副島 明 

リテール事業本部 三次主管支店長 三次主管支店長 西田 博信 

リテール事業本部 広島主管支店長 津山主管支店長 酒見 高志 

リテール事業本部 山口主管支店長 山口主管支店長 金子 宏 

リテール事業本部 津山主管支店長 四国支社マネージャー 松田 貴典 

リテール事業本部 香川主管支店長 高知主管支店長 松田 浩司 



 

リテール事業本部 徳島主管支店長 リテール事業改革室係長 佐野 圭司 

リテール事業本部 高知主管支店長 富山ベース店ベース長 松崎 繁 

リテール事業本部 愛媛主管支店長 愛媛主管支店長 高橋 克典 

リテール事業本部 福岡主管支店長 福岡主管支店長 井波 勝宏 

リテール事業本部 北九州主管支店長 大分主管支店長 中島 修一 

リテール事業本部 佐賀主管支店長 佐賀主管支店長 永井 靖人 

リテール事業本部 長崎主管支店長 長崎主管支店長 橋本 卓志 

リテール事業本部 熊本主管支店長 久留米主管支店長 田邉 慎也 

リテール事業本部 大分主管支店長 宅急便戦略部宅急便戦略課係長 山本 龍 

リテール事業本部 宮崎主管支店長 宮崎主管支店長 横手 正広 

リテール事業本部 鹿児島主管支店長 鹿児島主管支店長 篠原 秀雄 

リテール事業本部 久留米主管支店長 北九州主管支店長 久龍 猛志 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターゼネラルマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業統括本部執行役員 
櫻井 敏之 

法人部門 事業戦略統括部長 
ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
三浦 史意 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンター統括部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
佐々木 啓介 



 

法人部門  

事業戦略統括部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社 オペレーシ

ョン戦略担当ゼネラルマネージャー 
武藤 慎一郎 

法人部門  

事業戦略統括部シニアマネージャー 

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 
中村 枝里 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターシニアマネージャー 

ヤマトパッキングサービス株式会社  

代表取締役社長社長執行役員 
荒川 滋 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターシニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部マネージャー 
五ノ井 義彦 

法人部門 事業戦略統括部事業戦略課長 
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 
篠木 亮 

法人部門  

事業戦略統括部事業戦略課マネージャー 

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 
関 正臣 

法人部門  

事業戦略統括部オペレーション戦略課長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

オペレーション戦略担当部長 
金丸 嘉伸 

法人部門 事業戦略統括部パーツオンデ

マンド製造企画推進課長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

パーツオンデマンド製造企画室長 
清水 淳二 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業推進部部長 
榎並 孝典 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 ｅ－通販ソリ

ューションカンパニー事業推進グループゼネ

ラルマネージャー 

奥村 裕之 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部中四国支店長 
玉田 淳 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマト包装技術研究所株式会社  

営業推進部長 
篠田 圭一 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 
法人事業部課長 神南 美和 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 
ヤマトフィナンシャル株式会社 部長 堤 真吉 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 輸入営業本部長 
神山 雄一 



 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部マネージャー 
宗像 清三 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

社長室アシスタントマネージャー 
村田 賢志 

法人部門 法人ソリューションコントロ

ールセンターマネージャー 
法人事業部 伊藤 浩介 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業統括部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
水島 浩之 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

経営戦略担当ゼネラルマネージャー 
坂田 貴志 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部長 兼 アカウン

トビジネスマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

執行役員営業企画部長 
舩越 宰 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業企画部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
林 昌弘 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
中村 弘貴 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
井上 誠 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
田邊 実 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
池田 克司 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
西田 恭明 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部次長 
石澤 剛 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部マネージャー 
星野 俊明 

グローバルＳＣＭ事業本部 グローバル

ソリューション営業部アカウントビジネ

スマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部マネージャー 
髙田 直樹 



 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
日暮 一茂 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 海外生活支援サービスカンパニープ

レジデント 

神谷 翼 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
宇佐美 志郎 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 海外美術品支店長 
山屋 勝洋 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

人事戦略担当付 
伊藤 匡 

グローバルＳＣＭ事業本部 営業企画部

部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部マネージャー 
新川 秀逸 

グローバルＳＣＭ事業本部  

グローバルソリューション営業部シニア

マネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
小峰 彰 

グローバルＳＣＭ事業本部  

グローバルソリューション営業部シニア

マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

海外戦略立案推進機能マネージャー 
高山 純 

グローバルＳＣＭ事業本部  

グローバルソリューション営業部シニア

マネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
淡野 桂 

グローバルＳＣＭ事業本部  

グローバルソリューション営業部シニア

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 ソリューション営業課長 
水谷 匡孝 

グローバルＳＣＭ事業本部  

グローバルソリューション営業部シニア

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 輸入営業本部ゼネラルマネージャー 
河村 郁典 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業企画部シニアマネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 輸入営業本部ゼネラルマネージャー 
皆川 天治 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業企画部シニアマネージャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

営業推進担当次長 
木村 真人 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業企画部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部マネージャー 
備前 健太郎 

グローバルＳＣＭ事業本部  

営業企画部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部次長 
伊藤 太一 



 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課長 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能アシスタントマネージャー 
伊藤 大輔 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能マネージャー 
山崎 栄 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課マネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 ゼネラルマネージャー 
北岡 剛史 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能マネージャー 
竹内 俊郎 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能アシスタントマネージャー 
石井 健一 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部国際戦略課マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能アシスタントマネージャー 
鈴木 基史 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部オペレーション推進課長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 経営戦略担当ゼネラルマネージャー 
髙木 良一 

グローバルＳＣＭ事業本部 国際戦略統

括部オペレーション推進課マネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 貿易物流サービスカンパニーゼネラ

ルマネージャー 

中台 和孝 

グローバルＳＣＭ事業本部 国際戦略統

括部オペレーション推進課マネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 貿易物流サービスカンパニー営業企

画課長 

野 達郎 

グローバルＳＣＭ事業本部 国際戦略統

括部オペレーション推進課マネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部マネージャー 
河鰭 愛 

グローバルＳＣＭ事業本部  

国際戦略統括部通関管理課長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 執行役員 
宮澤 恭一 

法人事業本部  

営業統括部ゼネラルマネージャー 
法人事業部部長 小澤 信幸 

法人事業本部 オペレーション統括部ゼ

ネラルマネージャー 

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 
三雲 清貴 

法人事業本部 営業統括部長 
ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部長 
中村 紀史 

法人事業本部 オペレーション統括部長 
ヤマトロジスティクス株式会社  

オペレーション本部次長 
櫻井 修 



 

法人事業本部 営業推進部長 
ヤマトロジスティクス株式会社  

営業企画部マネージャー 
中村 勉 

法人事業本部 オペレーション推進部長 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

執行役員関東主管支店長 
佐藤 正充 

法人事業本部 オペレーション推進部長 法人事業部課長 高橋 正幸 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
依岡 公明 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社  

ｅ－通販ソリューションカンパニー 事業推

進グループゼネラルマネージャー 

白井 辰弥 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 
法人事業部部長 神宮 努 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

営業推進担当ゼネラルマネージャー 
中谷 秀行 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

ソリューション営業部長 
金子 宏昌 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 
法人事業部課長 茂木 孝夫 

法人事業本部  

営業統括部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

社長室マネージャー 
深川 隆彦 

法人事業本部 オペレーション推進部シ

ニアマネージャー 

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 
前川 真司 

法人事業本部 オペレーション推進部シ

ニアマネージャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

関西主管支店長 
熊澤 宏 

法人事業本部 営業統括部マネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 グループソリ

ューションカンパニー システム企画推進グ

ループゼネラルマネージャー 

澁谷 悟 

法人事業本部 営業統括部マネージャー 法人事業部課長 及川 智仁 

法人事業本部 営業統括部マネージャー ＥＣ事業部課長 西村 通哲 



 

法人事業本部 営業統括部マネージャー 法人事業部係長 石井 一政 

法人事業本部 営業統括部マネージャー 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

経営戦略担当マネージャー 
吉永 匡毅 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトフィナンシャル株式会社  

中部統括支店長 
越智 憲之 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトフィナンシャル株式会社  

北信越統括支店長 
長谷川 哲也 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 法人事業部係長 原 歩 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部東京支店長 
原 裕介 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部中部支店長 
出雲 裕久 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部関東支店長 
村山 太一 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 長岡主管支店営業企画課長 成保 達雄 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 中部支社マネージャー 外園 武志 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトフィナンシャル株式会社  

関西統括支店長 
野澤 雅希 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部関西支店長 
上村 耕治 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部九州支店所長 
鳥丸 勝利 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 南東京法人営業支店長 足立 靖史 

法人事業本部 営業統括部エリア統括長 
ヤマトシステム開発株式会社  

地域統括営業本部九州支店長 
久保 祐二 



 

法人事業本部 営業推進部マネージャー 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

マネージャー 
中村 和磨 

法人事業本部 オペレーション統括部エ

リアオペレーション統括長 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能マネージャー 
大上 直樹 

法人事業本部 オペレーション統括部エ

リアオペレーション統括長 
東京主管支店長 藤倉 健介 

法人事業本部 オペレーション統括部エ

リアオペレーション統括長 
法人事業部係長 越島 裕司 

法人事業本部 オペレーション統括部エ

リアオペレーション統括長 
法人事業部係長 金山 玄太 

法人事業本部 オペレーション統括部エ

リアオペレーション統括長 
法人事業部課長 鎌田 芳文 

法人事業本部 オペレーション推進部オ

ペレーション推進課マネージャー 

ヤマトボックスチャーター株式会社  

関西統括支店長 
石田 尚 

法人事業本部 オペレーション推進部オ

ペレーション推進課マネージャー 

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 
山本 泰伸 

法人事業本部 オペレーション推進部オ

ペレーション推進課マネージャー 
法人事業部課長 柿本 位武 

法人事業本部 オペレーション推進部オ

ペレーション推進課マネージャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

次長 
髙倉 典宏 

法人事業本部 オペレーション推進部オ

ペレーション推進課マネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社  

オペレーション本部次長 
岡田 謙太郎 

ＥＣ事業本部 ゼネラルマネージャー ＥＣ事業部部長 齊藤 泰裕 

ＥＣ事業本部 営業戦略部長 ＥＣ事業部部長 堤 昇 

ＥＣ事業本部 ネットワーク戦略部長 ＥＣ事業部部長 岩渕 潤平 

ＥＣ事業本部  

営業戦略部シニアマネージャー 
ＥＣ事業部課長 片山 博樹 



 

ＥＣ事業本部  

営業戦略部シニアマネージャー 
ＥＣ事業部部長 小澤 大直 

ＥＣ事業本部  

営業戦略部シニアマネージャー 
ＥＣ事業部部長 中西 優 

ＥＣ事業本部  

ネットワーク戦略部シニアマネージャー 
輸送統括部輸送マネジメント課長 柴崎 安利 

ＥＣ事業本部 営業戦略部マネージャー 
ヤマトホームコンビニエンス株式会社  

カスタマーサービス推進部長 
中山 貴宏 

ＥＣ事業本部 営業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 福原 敏裕 

ＥＣ事業本部 営業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 渋谷 高志 

ＥＣ事業本部 営業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 宮原 陽平 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 森 大乙 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 佐藤 大貴 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 荒木 英明 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー 
タッチポイント戦略プロジェクト 

プロジェクトマネージャー 
大河原 克彬 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー 宅急便戦略部商品サービス課長 大渕 清隆 

ＥＣ事業本部 事業戦略部マネージャー ＥＣ事業部課長 直井 人士 

ＥＣ事業本部  

ネットワーク戦略部マネージャー 
ＥＣ事業部課長 田嶋 敬靖 

ＥＣ事業本部  

ネットワーク戦略部マネージャー 
ＥＣ事業部課長 中林 朋広 



 

ＥＣ事業本部  

ネットワーク戦略部マネージャー 
ボックスチャーター株式会社 部長 小川 明広 

ＥＣ事業本部  

ネットワーク戦略部マネージャー 
輸送統括部作業戦略企画課長 川口 翔平 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 
一般社団法人ヤマトグループ総合研究所  

アシスタントマネージャー 
関根 豊 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 暈 浩治 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 馬場 良洋 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 末次 龍一 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 吉岡 英輔 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 神谷 直樹 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 岡原 宏昇 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社  

法務・ＣＳＲ戦略担当ゼネラルマネージャー 
大出 剛 

ＥＣ事業本部 エリア統括長 ＥＣ事業部課長 峰 健治 

輸送機能本部 輸送戦略企画部長 所沢主管支店長 畠山 和生  

輸送機能本部 輸送安全衛生管理部長 輸送統括部長 早見 友男 

輸送機能本部  

輸送戦略企画部輸送戦略企画課長 
輸送統括部輸送戦略企画課長 高橋 祐成 

輸送機能本部  

輸送戦略企画部作業戦略企画課長 
リテール事業改革室課長 佐藤 敬 



 

輸送機能本部  

輸送戦略企画部輸送マネジメント課長 
東京ベース店ベース長 堰向 直彦 

輸送機能本部  

輸送戦略企画部業務基盤改革課長 
輸送統括部業務基盤改革課長 小泉 雄介 

輸送機能本部  

輸送戦略企画部作業工程改革課長 
輸送統括部課長 小川 悦子 

輸送機能本部 輸送戦略企画部作業工程

改革課マネージャー 
輸送統括部業務基盤改革課係長 小林 隆之 

輸送機能本部 輸送戦略企画部作業工程

改革課マネージャー 
輸送統括部輸送戦略企画課係長 木下 英義 

輸送機能本部  

輸送安全衛生管理部マネージャー 
輸送統括部輸送マネジメント課課長 加地 慎二 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部統括エリア長 鈴木 省作 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部統括エリア長 福田 雅和 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部作業工程改革課長 山本 純 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部統括エリア長 西村 一 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部統括エリア長 塩沢 敬二 

輸送機能本部 エリア統括長 輸送統括部統括エリア長 中村 弘 

輸送機能本部 北東京ベース店ベース長 輸送統括部統括エリア長 正岡 隆 

輸送機能本部  

羽田クロノゲートベースベース長 
羽田クロノゲートベースベース長 作田 広志 

輸送機能本部 埼京ベース店ベース長 埼京ベース店ベース長 森岡 雄一 



 

輸送機能本部 埼玉ベース店ベース長 名古屋ベース店ベース長 小菅 進悟 

輸送機能本部 西埼玉ベース店ベース長 西埼玉ベース店ベース長 引地 芳博 

輸送機能本部 中部ゲートウェイベース

ベース長 
中部ゲートウェイベースベース長 上田 貴志 

輸送機能本部 福岡ベース店ベース長 北九州ベース店ベース長 坂梨 博喜 

デジタル機能本部 機能推進部長 兼 

ヤマトホールディングス株式会社 デジ

タル戦略推進機能シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

ＩＴ改革推進機能シニアマネージャー 
柴田 裕介 

デジタル機能本部  

デジタルデータ戦略部長 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能シニアマネージャー 
田中 諭 

デジタル機能本部 業務推進部長 情報システム部情報システム課長 篠崎 浩 

デジタル機能本部  

デジタル改革部シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 執行役員ＩＴ

オペレーティングカンパニープレジデント 
佐藤 学 

デジタル機能本部  

デジタル改革部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能シニアマネージャー 
竹村 幸子 

デジタル機能本部  

デジタル改革部シニアマネージャー 

ヤマトロジスティクス株式会社 執行役員Ｉ

ＣＴ戦略担当ゼネラルマネージャー 
小幡 裕之 

デジタル機能本部 デジタルデータ戦略

部シニアマネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能マネージャー 
小金 悦美 

デジタル機能本部 機能推進部機能推進

課長 兼  

ヤマトホールディングス株式会社 デジ

タル戦略推進機能マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 ＩＴ改革

推進機能シニアマネージャー 
小泉 輝政 

デジタル機能本部 機能推進部システム

品質課長 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 ＩＴ基盤本部品質管理部長 

ヤマトシステム開発株式会社  

システム開発本部副本部長 兼  

開発技術グループゼネラルマネージャー 

松川 正之 

デジタル機能本部  

機能推進部サイバーセキュリティ課長 

ヤマトシステム開発株式会社 インフラ技術

本部エグゼクティブエキスパート 
廣田 憲彦 

デジタル機能本部 機能推進部サイバー

セキュリティ課マネージャー 兼  

ヤマトシステム開発株式会社 ＩＴ基盤

本部品質管理部シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社  

インフラ技術本部ＩＣＴ基盤運用品質グルー

プゼネラルマネージャー 

山田 美穂子 



 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

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 
櫛田 光俊 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

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 
奥住 智洋 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 デジタル

戦略推進機能マネージャー 
青木 眞哉 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社 デジタル

戦略推進機能マネージャー 
高田 篤 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 グループソリ

ューションカンパニー システム企画推進グ

ループゼネラルマネージャー 

北市 謙 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 ＩＴ担当ゼネラルマネージャー 
海藤 和之  

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能マネージャー 
工藤 謙一郎 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 
情報システム部ＩＴ企画課長 田野口 央 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能マネージャー 
荒川 菜津美 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

デジタル戦略推進機能マネージャー 
田中 克明 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 

ヤマトホールディングス株式会社  

ＩＴ改革推進機能アシスタントマネージャー 
鍵野 聡 

デジタル機能本部  

デジタル改革部マネージャー 
情報システム部ＩＴ企画課係長 世古 貴裕 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼  

ヤマトシステム開発株式会社 システム

本部グループシステム部長 

ヤマトシステム開発株式会社 グループソリ

ューションカンパニープレジデント 
橋本 雄一 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 グループソリ

ューションカンパニー システム企画推進グ

ループゼネラルマネージャー 

伊藤 満 



 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 システム開発

本部 システム開発グループゼネラルマネー

ジャー 

山岸 茂 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 システム運用

本部 基幹運用グループゼネラルマネージャ

ー 

松岡 輝 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社  

システム開発本部長 
山本 哲也 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 システム開発

本部 システム開発グループゼネラルマネー

ジャー 

伊藤 慎祐 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 システム本部グループシステム部

シニアマネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 グループソリ

ューションカンパニー システム企画推進グ

ループゼネラルマネージャー 

磯本 真哉 

デジタル機能本部 デジタル改革部マネ

ージャー 兼 ヤマトシステム開発株式

会社 ＩＴ基盤本部運用技術部長 

ヤマトシステム開発株式会社 インフラ技術

本部 運用技術グループゼネラルマネージャ

ー 

松城 彰宏 

デジタル機能本部 デジタルデータ戦略

部マネージャー 

ヤマトシステム開発株式会社 新技術活用推

進室 新技術活用推進グループゼネラルマネ

ージャー 

鈴木 貴文 

デジタル機能本部 業務推進部マネージ

ャー 兼 ヤマトシステム開発株式会社 

ＩＴ基盤本部業務推進部シニアマネージ

ャー 

ヤマトシステム開発株式会社 システム開発

本部 システム開発グループゼネラルマネー

ジャー 

奥村 克明 

デジタル機能本部 業務推進部マネージ

ャー 

ヤマトホールディングス株式会社 ＩＴ改革

推進機能アシスタントマネージャー 
原 洋一 

プラットフォーム機能本部 機能戦略部

長 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 代

表取締役社長 社長執行役員 
永田 輝巳 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 執行役員開

発部長 
佐々木 博章 

プラットフォーム機能本部 品質向上推

進部長 兼 加盟店管理課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 品質向上推

進部長 
荒木 衣子 

プラットフォーム機能本部 機能戦略部

機能戦略課長 兼 インキュベーション

課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 経営戦略部

部長 
杉本 浩也 



 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

データ経営戦略課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 ＥＣイノベ

ーション戦略部長 
家田 広志 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

サービス企画課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 北海道統括

支店長 
長谷川 透 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

ＥＣバリューチェーン課マネージャー 

ヤマトフィナンシャル株式会社 東京統括支

店長 
安井 信治 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

サービス企画課マネージャー 

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 
野中 寛之 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

ＥＣバリューチェーン課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 営業戦略部

部長 
関 裕作 

プラットフォーム機能本部 事業推進部

デジタルマーケティング課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 デジタルマ

ーケティング戦略部長 
川畑 美和 

プラットフォーム機能本部 品質向上推

進部カスタマーサポート課長 

ヤマトフィナンシャル株式会社 中国統括支

店長 兼 四国統括支店長 
安藤 雄一 

プロフェッショナルサービス機能本部 

ゼネラルマネージャー 兼 機能企画部

長 兼 ヤマトマネージメントサービス

株式会社 取締役常務執行役員 

ヤマトマネージメントサービス株式会社 取

締役常務執行役員 
庄司 義人 

プロフェッショナルサービス機能本部 

ゼネラルマネージャー 兼 グループ調

達部長 

ヤマト包装技術研究所株式会社 代表取締役

社長 社長執行役員 
大下 義美 

プロフェッショナルサービス機能本部 

会計マネジメント部長 
財務部長 正岡 克敏 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部長 

ヤマトホールディングス株式会社 海外戦略

立案推進機能シニアマネージャー 
工藤 陽介 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部企画課長 兼 会計マネジメ

ント部内部取引課長 

ヤマトホールディングス株式会社 財務戦略

立案推進機能マネージャー 
岩佐 浩一 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部企画課マネージャー 兼 ヤ

マトマネージメントサービス株式会社 

経営管理部長 

ヤマトマネージメントサービス株式会社 経

営管理部長 
松本 雄志 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部品質推進課長 

ヤマトマネージメントサービス株式会社  

業務オペレーション部部長 
近江 陽一 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部ＢＰＭ課長 

ヤマトマネージメントサービス株式会社  

業務構築部長 
田中 吉章 



 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部ＢＰＭ課マネージャー 

ヤマトコンタクトサービス株式会社  

営業戦略部長 
尾関 こころ 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部ＢＰＭ課マネージャー 

ヤマトマネージメントサービス株式会社  

業務構築部部長 
松本 亮 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部ＢＰＭ課マネージャー 

業務プロセス改革プロジェクト 

プロジェクトマネージャー 
釘宮 あゆみ 

プロフェッショナルサービス機能本部 

機能企画部プロセス設計課長 
東京支社マネージャー 荷見 竜二 

プロフェッショナルサービス機能本部 

会計マネジメント部主計・税務課長 

ヤマトホールディングス株式会社  

財務戦略立案推進機能シニアマネージャー 
新井 崇志 

プロフェッショナルサービス機能本部 

会計マネジメント部主計・税務課マネー

ジャー 

ヤマトオートワークス株式会社  

経営管理室長 
東 保孝 

プロフェッショナルサービス機能本部 

会計マネジメント部収益管理課長 
経営戦略部経営管理課長 原田 力 

プロフェッショナルサービス機能本部 

会計マネジメント部収益管理課マネージ

ャー 

財務部財務課係長 葛西 賢司 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部経理１課長 兼 

ヤマトマネージメントサービス株式会社 

経営管理部部長 

財務部財務課長 今井 康子 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部経理１課マネージ

ャー 兼 ヤマトマネージメントサービ

ス株式会社 経営管理部部長 

ヤマトフィナンシャル株式会社  

経営戦略部部長 
神田 智晴 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部経理２課長 兼 

ヤマトマネージメントサービス株式会社 

経営管理部部長 

ヤマトロジスティクス株式会社  

財務戦略担当ゼネラルマネージャー 
和田 進一 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部経理２課マネージ

ャー 兼 ヤマトマネージメントサービ

ス株式会社 経営管理部部長 

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株

式会社 財務担当ゼネラルマネージャー 
福澤 裕二 

プロフェッショナルサービス機能本部 

事務オペレーション部経理２課マネージ

ャー 

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 

経営戦略担当ゼネラルマネージャー 
上野 哲也 

プロフェッショナルサービス機能本部 

グループ調達部調達企画課長 兼 調達

運用課長 

大阪主管支店事務管理センター長 神﨑 和也 

 



 

＜ヤマトホームコンビニエンス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

育成戦略部長 兼 カスタマーサービス

部長 
育成戦略部長 大和 亮介 

 

＜ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

経営戦略部長 経営企画部長 木崎 淳 

人事戦略部長 統括管理部長 天羽 真由美 

ＣＳＲ戦略部長 統括管理部部長 戸田 直樹 

事業戦略部長 第１事業推進部長 宮田 博之 

事業戦略部ゼネラルマネージャー 第２事業推進部長 有村 栄一郎 

首都圏統括支店長 関東統括支店長 前山 一喜 

首都圏統括支店ゼネラルマネージャー 東京統括支店長 関根 勝利 

 

＜ヤマトオートワークス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

経営戦略室ＤＸ企画担当ゼネラルマネー

ジャー 
情報システム担当ゼネラルマネージャー 国府田 和宣 

経営戦略室ＤＸ企画担当ゼネラルマネー

ジャー 

トラックソリューションカンパニー技術革新

部長 
山口 彰雅 

経営戦略室経営企画担当ゼネラルマネー

ジャー 
海外事業構築担当マネージャー 嶋野 政浩 



 

経営管理室長 
ヤマトホールディングス株式会社 財務戦略

立案推進機能マネージャー 
諏訪 宏行 

経営管理室人事総務担当ゼネラルマネー

ジャー 
社長室ゼネラルマネージャー 松本 行雄 

経営管理室人事総務担当ゼネラルマネー

ジャー 

ヤマトマネージメントサービス株式会社 経

営管理部部長 
木村 滋樹 

ガバナンス推進室サステナビリティ推進

担当ゼネラルマネージャー 

ファシリティマネジメントカンパニー生産革

新部長 
二階堂 哲平 

ガバナンス推進室安全・品質担当ゼネラ

ルマネージャー 

あんしんインシュアランスカンパニー営業部

長 
新藤 繁 

ガバナンス推進室内部統制・特別管理担

当ゼネラルマネージャー 

トラックソリューションカンパニー営業部ゼ

ネラルマネージャー 
加藤 肇 

トラックソリューションカンパニー営業

推進部ゼネラルマネージャー 

トラックソリューションカンパニー営業部ゼ

ネラルマネージャー 
八幡 健 

トラックソリューションカンパニー営業

推進部ゼネラルマネージャー 

ヤマトオートワークス沖縄株式会社 執行役

員 
前島 淳太 

トラックソリューションカンパニー技術

革新部長 

トラックソリューションカンパニー中国エリ

アゼネラルマネージャー 
宮田 太陽 

トラックソリューションカンパニー北関

東エリアゼネラルマネージャー 

トラックソリューションカンパニー北信越エ

リアゼネラルマネージャー 
大間 謙 

トラックソリューションカンパニー中国

エリアゼネラルマネージャー 

トラックソリューションカンパニー九州エリ

アマネージャー 
田淵 壮一 

あんしんインシュアランスカンパニー営

業推進部長 

社長室業務改善フロー改善プロジェクトゼネ

ラルマネージャー 
高松 徹 

ファシリティマネジメントカンパニー営

業推進部長 

ファシリティマネジメントカンパニー施設管

理営業部長 
藤掛 順平 

ファシリティマネジメントカンパニー生

産革新部長 

ファシリティマネジメントカンパニー営業部

長 
富田 芳正 

ファシリティマネジメントカンパニー北

日本エリアゼネラルマネージャー 

社長室ガバナンス推進担当ゼネラルマネージ

ャー 
堀 岳彦 

 

 



 

＜ヤマトコンタクトサービス株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

人事戦略部長 
ヤマトシステム開発株式会社 人事戦略室マ

ネージャー 
國本 善久 

営業戦略部長 ヤマト運輸株式会社 財務部調達課長 池 雅伸 

 

＜沖縄ヤマト運輸株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

経営戦略部長 経営企画部長 小寺 崇 

人事総務部長 経営企画部部長 池間 広光 

業務改革部長 安全・ＣＳＲ推進部長 齊藤 芳範 

グローバル事業部長 グローバル事業部部長 鎌田 忠裕 

 

＜ヤマトボックスチャーター株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

経営管理本部 安全ＣＳＲ部長 安全ＣＳＲ部長 柿沼 貴良 

経営管理本部 財務部長 部長 斎藤 知晃 

経営管理本部 人事総務部長 人事戦略部長 溝手 宏史  

輸送事業部長 南関東統括支店長 齋藤 晋 

輸送事業部 東日本エリアゼネラルマネ

ージャー 
運行オペレーション部長 菅原 剛 



 

輸送事業部 中日本エリアゼネラルマネ

ージャー 
中部統括支店長 小阪 美博 

輸送事業部 西日本エリアゼネラルマネ

ージャー 
九州統括支店長 村瀬 将彦 

法人販売事業部 広域法人営業部長 構造改革部長 飯田 利明  

法人販売事業部 東日本エリアゼネラル

マネージャー 

ヤマトフィナンシャル株式会社 東北統括支

店長 
倉持 淳 

法人販売事業部 首都圏エリアゼネラル

マネージャー 
営業戦略部長 川瀬 憲太郎 

法人販売事業部 中日本エリアゼネラル

マネージャー 
北関東統括支店長 小松原 栄作 

法人販売事業部 西日本エリアゼネラル

マネージャー 
東北統括支店長 森 眞史 

 

＜ヤマトシステム開発株式会社＞  

新 職 旧 職 氏 名 

管理本部 財務戦略部長 財務戦略室長 冨樫 伸明 

管理本部 経営戦略部長 
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 人

事戦略担当ゼネラルマネージャー 
松島 剛一    

管理本部 ＣＳＲ推進部長 ＣＳＲ推進室長 堀口 尚久 

システム本部 パートナー戦略部長 
カードソリューションカンパニープレジデン

ト 
岩瀬 弘久    

システム本部 ビジネスシステム部長 
システム運用本部副本部長 兼 受託運用グ

ループゼネラルマネージャー 
青木 千春 

ソリューション事業本部  

ソリューション事業部長 

システムソリューションカンパニー事業推進

グループゼネラルマネージャー 
杉山 哲平 

ソリューション事業本部  

プロダクト事業部長 

ＩＴオペレーティングカンパニー事業推進グ

ループ 兼 管理グループゼネラルマネージ

ャー 

関 洋子 



 

管理本部 人事戦略部シニアマネージャ

ー 

カードソリューションカンパニー管理グルー

プゼネラルマネージャー 
増田 学 

システム本部 グループシステム部シニ

アマネージャー 

カードソリューションカンパニー業務グルー

プゼネラルマネージャー 
鯨井 利毅 

システム本部 グループシステム部シニ

アマネージャー 

グループソリューションカンパニーシステム

企画推進グループゼネラルマネージャー 
三村 晃 

システム本部 パートナー戦略部シニア

マネージャー 

財務戦略室財務グループゼネラルマネージャ

ー 
山本 美緒    

システム本部 ビジネスシステム部シニ

アマネージャー 

インフラ技術本部大阪インフラマネジメント

グループゼネラルマネージャー 
金岡 祐典 

システム本部 ビジネスシステム部シニ

アマネージャー 

カードソリューションカンパニー情報システ

ムグループゼネラルマネージャー 
大串 幸生 

システム本部 ビジネスシステム部シニ

アマネージャー 

カードソリューションカンパニー事業推進グ

ループゼネラルマネージャー 
青木 伸 

システム本部 ビジネスシステム部シニ

アマネージャー 

システムソリューションカンパニー事業推進

グループゼネラルマネージャー 
森田 明 

ソリューション事業本部 ソリューショ

ン事業部シニアマネージャー 

カードソリューションカンパニー事業推進グ

ループゼネラルマネージャー 
中村 道明 

ソリューション事業本部 プロダクト事

業部シニアマネージャー 

システム運用本部品質管理グループゼネラル

マネージャー 
柿沼 由宣 

ソリューション事業本部 プロダクト事

業部シニアマネージャー 

システム運用本部サービス運用グループゼネ

ラルマネージャー 
松本 幸治 

ソリューション事業本部 プロダクト事

業部シニアマネージャー 

システム開発本部システム開発グループゼネ

ラルマネージャー 
木村 公 

 

＜ヤマトクレジットファイナンス株式会社＞ 

新 職 旧 職 氏 名 

経営戦略部長 
ヤマトシステム開発株式会社 地域統括営業

本部事業推進グループゼネラルマネージャー 
歳清 雅志 

経営戦略部部長 ＩＴ・事務統括部長 秋山 康人 



 

クレジット事業部部長 クレジット事業部長 宇田川 尚泰 

ＢｔｏＢ金融事業部長 物流金融事業部長 添田 隆弘 

ＹＧ業務オペレーション部長 
ヤマトフィナンシャル株式会社 九州統括支

店長 
比嘉 義人 

 

＜ヤマトマネージメントサービス株式会社＞ 

新 職 旧 職 氏 名 

業務構築部長 業務構築部部長 天羽 清美 

 

＜欧州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 取締役社長 菰田 健志 

 

以上 

【問合せ先】 

ヤマトホールディングス（株）コーポレートコミュニケーション戦略担当 TEL:03-3541-4141 


