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2021年 4 月 2日 
 

関係会社役員の異動に関するお知らせ 
 
 
 当社関係会社役員の異動について、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．子会社役員の異動 

(１) 日本梱包運輸倉庫株式会社（2021年 4 月 1日付） 
氏名 新役職名 旧役職名 

橋本 澄人 常務執行役員 執行役員 

 
(２) 株式会社日本陸送（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
藤崎 伸雄 専務取締役 常務取締役 

小野 雅春 常務取締役 取締役 

西村 敏永 常務取締役 取締役 

早川 興信 取締役 事業本部 輸送事業部長 

 
(３) 小川日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
中垣 貴光 監査役 NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 

副社長執行役員 
中澤 良幸 退任 監査役 

 
(４) 千葉日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
上村 浩倫 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 

執行役員 
関  幸俊 退任 代表取締役社長 

※上村浩倫氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を継続しております。 
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(５) 藤沢日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
上村 浩倫 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 

執行役員 
生方  努 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 

神奈川事業部副部長 
土屋 徳明 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 

大黒営業所長 
関  幸俊 退任 代表取締役社長 

羽根 義典 退任 取締役 

※上村浩倫氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※生方努氏は日本梱包運輸倉庫㈱神奈川事業部副部長の職を兼職しております。 
※土屋徳明氏は日本梱包運輸倉庫㈱大黒営業所長の職を兼職しております。 
※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を継続しております。 
※羽根義典氏は日本梱包運輸倉庫㈱東京事業部副部長の職を継続しております。 
 

(６) 松本日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

関  幸俊 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 
執行役員 

山口 茂明 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 
松本営業所長 

橋本 澄人 退任 代表取締役社長 

松本 太一 退任 取締役 

※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※山口茂明氏は日本梱包運輸倉庫㈱松本営業所長の職を兼職しております。 
※橋本澄人氏は日本梱包運輸倉庫㈱常務執行役員の職を継続しております。 
※松本太一氏は日本梱包運輸倉庫㈱営業企画部長の職を継続しております。 
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(７) 新潟日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
関  幸俊 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 

執行役員 
中垣 貴光 監査役 NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 

副社長執行役員 
橋本 澄人 退任 代表取締役社長 

中澤 良幸 退任 監査役 

※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※橋本澄人氏は日本梱包運輸倉庫㈱常務執行役員の職を継続しております。 
 

(８) 金沢日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

関  幸俊 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 
執行役員 

中垣 貴光 監査役 NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 
副社長執行役員 

橋本 澄人 退任 代表取締役社長 

中澤 良幸 退任 監査役 

※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※橋本澄人氏は日本梱包運輸倉庫㈱常務執行役員の職を継続しております。 
 

(９) 鈴鹿日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

縣 慶治 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 
執行役員 

宇田川 剛 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 
中部事業部副部長 

波岡 亮 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 
鈴鹿センター営業所 
物流センター長 

田代 和晃 退任 代表取締役社長 

新井 大 退任 取締役 

※縣慶治氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※宇田川剛氏は日本梱包運輸倉庫㈱中部事業部副部長の職を兼職しております。 
※波岡亮氏は日本梱包運輸倉庫㈱鈴鹿センター営業所物流センター長の職を兼職して
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おります。 
※田代和晃氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を継続しております。 
※新井大氏は日本梱包運輸倉庫㈱品質安全管理部長の職を継続しております。 
 

(10) 名古屋日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

縣 慶治 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 
執行役員 

中垣 貴光 監査役 NKP MEXICO, S.A. DE C.V. 
副社長執行役員 

田代 和晃 退任 代表取締役社長 

中澤 良幸 退任 監査役 

※縣慶治氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
※田代和晃氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を継続しております。 

 
(11) 仙台日梱株式会社（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
橋本 澄人 代表取締役社長 日本梱包運輸倉庫㈱ 

常務執行役員 
竹村 淳 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 

仙台営業所長 
江原 勝雅 退任 代表取締役社長 

山田 明広 退任 取締役 

※橋本澄人氏は日本梱包運輸倉庫㈱常務執行役員の職を兼職しております。 
※竹村淳氏は日本梱包運輸倉庫㈱仙台営業所長の職を兼職しております。 
※江原勝雅氏は日本梱包運輸倉庫㈱取締役 常務執行役員の職を継続しております。 
※山田明広氏は日本梱包運輸倉庫㈱東北事業部 副部長の職を継続しております。 
 

(12) 株式会社北海物流サービス（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

白石 克彦 監査役 ニッコンホールディング㈱ 
経理部経理課長 

中原 敏雅 退任 監査役 

※白石克彦氏はニッコンホールディングス㈱経理部経理課長の職を兼職しております。 
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(13) 株式会社ニッコン古川（本年５月開催の定時株主総会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
竹村 淳 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 

仙台営業所長 
白石 克彦 監査役 ニッコンホールディング㈱ 

経理部経理課長 
山田 明広 退任 取締役 

中原 敏雅 退任 監査役 

※竹村淳氏は日本梱包運輸倉庫㈱仙台営業所長の職を兼職しております。 
※白石克彦氏はニッコンホールディングス㈱経理部経理課長の職を兼職しております。 
※山田明広氏は日本梱包運輸倉庫㈱東北事業部副部長の職を継続しております。 
 

(14) NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD.（本年７月開催の定時社員総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

米川 喜久 取締役副社長 副社長 

蔵元 亮 退任 取締役副社長 

※蔵元亮氏は日本梱包運輸倉庫㈱中四国事業部副部長の職を継続しております。 
 

(15) NKV LOGISTICS LTD.（本年７月開催の定時社員総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

米川 喜久 取締役副社長 副社長 

蔵元 亮 退任 取締役副社長 

※蔵元亮氏は日本梱包運輸倉庫㈱中四国事業部副部長の職を継続しております。 
 

(16) NIPPON KONPO VIETNAM REAL ESTATE CO., LTD.（本年７月開催の定時社員総
会付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
米川 喜久 取締役副社長 副社長 

蔵元 亮 退任 取締役副社長 

※蔵元亮氏は日本梱包運輸倉庫㈱中四国事業部副部長の職を継続しております。 
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(17) NIPPON KONPO PHILIPPINES INC.（2021 年 6月 1日付） 

氏名 新役職名 現役職名 
中島 傑 取締役社長 NIPPON KONPO(MALAYSIA)SDN.BHD. 

取締役副社長 
長岡 敏巳 退任 取締役社長 

※中島傑氏はNIPPON KONPO(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役社長の職を兼職する予
定です。 

 
(18) NIPPON KONPO(MALAYSIA)SDN. BHD.（2021 年 6月 1 日付） 

氏名 新役職名 現役職名 
中島 傑 取締役社長 取締役副社長 

橋本 剛成 取締役副社長 社長付 

長岡 敏巳 退任 取締役社長 

 
(19) NKP MEXICO, S.A. DE C.V.（2021 年 6月 1日付） 

氏名 新役職名 現役職名 
清末 裕史 副社長執行役員 NK PARTS INDUSTRIES, INC.  

副社長補佐 
中垣 貴光 退任 副社長執行役員 

※中垣貴光氏は日本梱包運輸倉庫㈱勤労部長の職を継続しております。 
 
(20) 日梱物流(中国)有限公司（2021 年 6月 1 日付） 

氏名 新役職名 現役職名 
大岡 誠司 董事長 ニッコンホールディングス㈱

取締役 専務執行役員 
長岡 敏巳 退任 董事長 

※大岡誠司氏はニッコンホールディングス㈱取締役 専務執行役員の職を兼職しており
ます。 

 
(21) 日梱重慶物流有限公司（2021年 6 月 1日付） 

氏名 新役職名 現役職名 
大岡 誠司 董事長 ニッコンホールディングス㈱

取締役 専務執行役員 
長岡 敏巳 退任 董事長 

※大岡誠司氏はニッコンホールディングス㈱取締役 専務執行役員の職を兼職しております。 
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２．関連会社役員の異動 

(１) 富田－日梱儲運(広州)有限公司（2021 年 6月 1 日予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

大岡 誠司 董事長 ニッコンホールディングス㈱
取締役 専務執行役員 

長岡 敏巳 退任 董事長 

※大岡誠司氏はニッコンホールディングス㈱取締役 専務執行役員の職を兼職しており
ます。 

 
(２) 広州東風日梱物流有限公司（2021年 6 月 1日予定） 

氏名 新役職名 旧役職名 
大岡 誠司 董事 ニッコンホールディングス㈱

取締役 専務執行役員 
小針 健次 副総経理 日本梱包運輸倉庫㈱ 

神戸営業所 所長代理 
長岡 敏巳 退任 董事 

加藤 賢太郎 退任 副総経理 

※大岡誠司氏はニッコンホールディングス㈱取締役 専務執行役員の職を兼職しており
ます。 

※加藤賢太郎氏は日本梱包運輸倉庫㈱神戸営業所所長代理の職を継続しております。 
  

(３) Ｓ＆Ｎロジスティクス株式会社（本年６月開催の定時株主総会付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 

関  幸俊 取締役 日本梱包運輸倉庫㈱ 
執行役員 

田澤 雅博 退任 取締役 

※関幸俊氏は日本梱包運輸倉庫㈱執行役員の職を兼職しております。 
 

以 上 


