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2022年1⽉21⽇
ヤマトホールディングス株式会社

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すので、お知らせします。

記

 
2022年2⽉1⽇付 
＜ヤマト運輸株式会社＞

新 職 旧 職 ⽒ 名

コーポレート部⾨ 
社⻑室ゼネラルマネージャー（東京地域担当）

執⾏役員（リテール事業本部 経営戦略担当） 久保⽥ 亮

コーポレート部⾨ 
社⻑室ゼネラルマネージャー（南関東地域担当）

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⻑

⽯王丸 ⻯⼀

コーポレート部⾨ 
社⻑室ゼネラルマネージャー（北関東地域担当）

リテール事業本部 CX推進部⻑ 有薗 功⼆

コーポレート部⾨ 
社⻑室ゼネラルマネージャー（関⻄地域担当）

リテール事業本部 ⼤阪主管⽀店⻑ 森岡 紀之

コーポレート部⾨ ⼈材育成部⻑ リテール事業本部 ゼネラルマネージャー（関⻄地域担当） ⼤迫 貴司

コーポレート部⾨ アセットマネジメント部⻑ 執⾏役員 アセットマネジメント部⻑ 森 信介

コーポレート部⾨ CXデザイン部⻑ 兼 
リテール事業本部 CX推進部⻑

コーポレート部⾨ CXデザイン部⻑ ⽥⼝ 祐⼦

コーポレート部⾨ ⼈材育成部シニアマネージャー コーポレート部⾨ ⼈材育成部⻑ 野内 睦⼦

コーポレート部⾨ 社⻑室マネージャー（プロジェクト担当） リテール事業本部 岩⼿主管⽀店⻑ ⽊村 祐⼀

コーポレート部⾨ 社⻑室マネージャー（プロジェクト担当） リテール事業本部 北九州主管⽀店⻑ 中島 修⼀

コーポレート部⾨ ⼈材育成部⼈材育成課⻑ リテール事業本部 東京港主管⽀店⻑ ⽵原 夏愛

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⻑

コーポレート部⾨ 監査部監査企画課⻑ ⽚⼭ 巌

コーポレート部⾨ 監査部監査企画課⻑ コーポレート部⾨ ⼈材育成部⼈材育成課⻑ 星野 武司

リテール事業本部 ゼネラルマネージャー リテール事業本部 ゼネラルマネージャー（南関東地域担当） 黒⽥ 敏夫

リテール事業本部 岩⼿主管⽀店⻑ リテール事業本部 流⼭主管⽀店⻑ 菅野 雅夫

リテール事業本部 新東京主管⽀店⻑ リテール事業本部 川崎主管⽀店⻑ 兼平 貴寛

リテール事業本部 東東京主管⽀店⻑ リテール事業本部 副都⼼主管⽀店⻑ ⼩宮 諭

リテール事業本部 武蔵野主管⽀店⻑ EC事業本部 ゼネラルマネージャー ⿑藤 泰裕

リテール事業本部 副都⼼主管⽀店⻑ リテール事業本部 ⼭梨主管⽀店⻑ 原 宏昭
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リテール事業本部 東京港主管⽀店⻑ リテール事業本部 千葉主管⽀店⻑ 中村 良⼀

リテール事業本部 千葉主管⽀店⻑ リテール事業本部 栃⽊主管⽀店⻑ ⾦原 ⻯次

リテール事業本部 ⼭梨主管⽀店⻑ リテール事業本部 湘南主管⽀店⻑ 杉澤 良

リテール事業本部 湘南主管⽀店⻑ リテール事業本部 新東京主管⽀店⻑ ⽔野 勉

リテール事業本部 川崎主管⽀店⻑ リテール事業本部 三河主管⽀店⻑ 鈴⽊ 浩治

リテール事業本部 栃⽊主管⽀店⻑ リテール事業本部 東東京主管⽀店⻑ 濵野 道康

リテール事業本部 群⾺主管⽀店⻑ リテール事業本部 武蔵野主管⽀店⻑ ⼩川 範⾏

リテール事業本部 所沢主管⽀店⻑ リテール事業本部 奈良主管⽀店⻑ 泉⾕ 勲

リテール事業本部 流⼭主管⽀店⻑ リテール事業本部 ゼネラルマネージャー（東京地域担当） 井黒 聖⼀

リテール事業本部 ⻑野主管⽀店⻑ リテール事業本部 松本主管⽀店⻑ 宮坂 昌治

リテール事業本部 松本主管⽀店⻑ リテール事業本部 南京都主管⽀店⻑ 吉⽥ 宗泰

リテール事業本部 富⼭主管⽀店⻑
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⻑

北村 圭太

リテール事業本部 浜松主管⽀店⻑ リテール事業本部 富⼭主管⽀店⻑ 元脇 晋也

リテール事業本部 三河主管⽀店⻑ リテール事業本部 浜松主管⽀店⻑ 前川 好男

リテール事業本部 ⼤阪主管⽀店⻑ リテール事業本部 京都主管⽀店⻑ 陣⾕ 智

リテール事業本部 京都主管⽀店⻑ リテール事業本部 和歌⼭主管⽀店⻑ 福⽥ 明久

リテール事業本部 奈良主管⽀店⻑ 輸送機能本部 関⻄四国エリア統括京都ベース店ベース⻑ ⽔⾕ ⻯也

リテール事業本部 和歌⼭主管⽀店⻑ コーポレート部⾨ ⼈事部マネージャー（輸送機能本部担当） 髙橋 博⼀

リテール事業本部 南京都主管⽀店⻑ コーポレート部⾨ 社⻑室マネージャー（関⻄地域担当） 横関 源史

リテール事業本部 ⼭⼝主管⽀店⻑ リテール事業本部 群⾺主管⽀店⻑ 三浦 公義

リテール事業本部 北九州主管⽀店⻑ コーポレート部⾨ 社⻑室マネージャー ⼩峰 広⼤

リテール事業本部 佐賀主管⽀店⻑
ヤマトボックスチャーター株式会社 
経営管理本部 ⼈事総務部⻑

溝⼿ 宏史

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 リテール事業本部 所沢主管⽀店⻑ 関根 利治

輸送機能本部 
関⻄四国エリア統括関⻄ゲートウェイベースベース⻑

輸送機能本部 
関⻄四国エリア統括⻄⼤阪ベース店作業マネージャー

⽯澤 敦司

デジタル機能本部 デジタル改⾰部マネージャー デジタル機能本部 機能推進部機能推進課⻑ ⼩泉 輝政

デジタル機能本部 機能推進部機能推進課⻑ デジタル機能本部 機能推進部マネージャー 守屋 伊久美

プラットフォーム機能本部 事業推進部マネージャー EC事業本部 事業戦略部マネージャー ⼤河原 克彬

プラットフォーム機能本部 事業推進部マネージャー EC事業本部 事業戦略部マネージャー 直井 ⼈⼠

 
＜ヤマトコンタクトサービス株式会社＞

新 職 旧 職 ⽒ 名

経営戦略部⻑ 兼 ICT戦略部⻑ 経営戦略部⻑ 丹后 浩規
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【お問い合わせ先】 
ヤマトホ－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担当  TEL：03-3541-4141
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