中部担当

北日本担当

呑田好文氏

岩井清典氏

小田修身氏

防衛大学校
S44卒
防衛大教授
第19普通科連隊長
H６
体育学校副校長
H15
平成15年退官 センコー入社

防衛大学校
S49卒
10特連１大隊１中隊長 S56
11特連情報中隊長
S63
守山業務隊総務科長
H15
平成18年退官 センコー入社

広島工業大学
S55卒
東北方面輸送隊長
H17
北方後支隊輸送隊長
H20
平成25年退官 センコー入社

九州担当

関西・中四国担当

長田秀明氏

自衛隊入隊
S58
第4師団人事１班長
H19
第4師団司令部付隊長 H22
4後支連１科長
H25
平成26年退官 センコー入社

自衛隊入隊
S53
第３師団人事１班長
H15
大阪地本中央地区隊長 H20
中方指揮所訓練支援隊 H25
平成27年退官 センコー入社

6

現在、全国のセンコーグループの事業所に

い」という声が多く上がった。現場で一致団
結し、効率よく、スムーズに、そして正確に

には即応予備自衛官もいる。自衛官OBから

業務を進める連携プレイ、チームワークは、

は、
「センコーの現場は、自衛隊で任務を行

自衛官の強みでもあり、センコーの現場で大

う環境と雰囲気が似ているため、馴染みやす

いに発揮できる頼もしい能力でもあるのだ。

21

北海道地区

11

ヵ所

ヵ所

センコー（株）東北主管支店 宮城県仙台市
東北センコー運輸（株） 宮城県亘理郡
https://group.senko.co.jp/tohokusenko/

人

センコーの強み。社内の人間関係

OB のリクルーターが就職時～入社

や自衛隊との価値観や習慣の違い

後も継続してサポートする体制が

に直面し、悩みが生じた際も、顧

整っている。自衛官ならではの民

問との絶妙な連携で “OB ホットラ

間企業に対する不安や疑問に対し、

イン” が発動、リクルーターがフォ

自らの経験を踏まえたリアリティ

ローに入る。一人で悩むことは決

あるアドバイスを受けられるのも

してない！

122

http://www.senko.co.jp/jp/

110

ヵ所

センコー（株）大阪主管支店 大阪府八尾市

ヵ所

エリアごとに、人生経験豊かな

関東地区

センコー株式会社（本社） 大阪市北区

近畿地区

人在籍

は、元自衛官472人が在籍している。その中

東北地区

下川洋司氏

【魅力3】自衛官OBの地域担当者
が手厚くサポート

472

【魅力１】
自衛官OB・OGが総勢

http://www2.senko.co.jp/kansai/

センコー（株）札幌主管支店 札幌市東区
北海道センコー（株） 札幌市白石区
http://www.hokkaidosenko.co.jp/

センコー（株）東京本社

江東区潮見

http://www.senko.co.jp/jp/company/domestic/

センコー（株）北関東主管支店 茨城県古河市
センコー（株）茨城住宅支店 茨城県古河市
関東センコー運輸（株） 茨城県古河市
センコー（株）関東主管支店 千葉県野田市
柏センコー運輸（株） 千葉県柏市
http://www.kashiwa-senko.co.jp/

大阪センコー運輸（株） 大阪府高槻市
南大阪センコー運輸整備（株） 大阪府堺市
阪神センコー運輸（株） 兵庫県尼崎市
京都センコー運輸（株） 京都府長岡京市

センコー（株）柏支店 千葉県柏市
http://www.senko.co.jp/jp/

野田センコーロジサービス
（株） 千葉県野田市

http://www.noda-senkologi.com/

センコー（株）埼玉主管支店 埼玉県さいたま市

http://www.osakasenko.com/ （上記4つとも）

http://www.senko-kitakanto.jp/

センコー（株）京滋主管支店 滋賀県守山市

埼玉センコーロジサービス
（株） 埼玉県さいたま市

http://www.senko.co.jp/keiji/

https://group.senko.co.jp/saitamasenko/

滋賀センコー運輸整備（株） 滋賀県草津市

埼玉南センコーロジ
（株） 埼玉県戸田市

http://www.shigasenko.co.jp/

https://group.senko.co.jp/saitamaminamisenko/

センコー住宅物流（株） 埼玉県蓮田市

https://group.senko.co.jp/senkojyutaku/

関越センコーロジ
（株） 群馬県太田市

中四国地区

42

https://group.senko.co.jp/kanetsusenko/

センコー（株）東京主管支店 千葉県浦安市
神奈川センコー運輸（株） 神奈川県川崎市

ヵ所

http://kanasen.com/index.html

三協貨物（株） 島根県出雲市

自衛隊入隊
S55
体育学校レスリングコーチ H9
東京地本募集所長
H21
体育学校 スカウト班
平成29年退官 センコー入社

https://group.senko.co.jp/sankyokamotsu/

東日本担当

西日本担当

樺 政児氏

花井一昌氏

自衛隊入隊
S56
第１空挺団本部中隊長
東部方面総監部防衛部
空挺教育隊企画室長
平成29年退官
ランテック入社

自衛隊入隊
S60
第40普通科連隊重迫中隊長
第4師団司令部 人事2班長
第19普通科連隊 第2中隊長
平成29年退官
ランテック入社

https://www.atsugi-senko.com/

蝦名康一氏

https://group.senko.co.jp/sanyosenko/

ランテック採用グループ

厚木センコー運輸（株） 神奈川県厚木市

埼玉担当

センコー（株）
岡山主管支店 岡山県倉敷市
山陽センコー運輸（株） 山口県山口市

九州地区

78

ヵ所

センコー（株）
九州主管支店 福岡市東区
（株）
ランテック 福岡市博多区

西関東センコーロジ
（株） 神奈川県愛甲郡

https://group.senko.co.jp/nishikantosenko/

千葉センコー運輸整備（株） 千葉県市原市
センコーエーラインアマノ
（株） 東京都江戸川区
https://www.senko-ala.co.jp/

センコーファッション物流(株)
http://senko-sfb.co.jp

東京納品代行（株） 千葉県市川市
http://www.tndc.co.jp/

439

【魅力２】どの地域でも働ける！
全国を網羅する国内事業所

中部地区

55

ヵ所

就職を考えるとき、「どこで働くか」は、重

センコー（株）名古屋主管支店
http://www.senko.co.jp/jp/

http://www.runtec.co.jp/

南九州センコー（株） 熊本県水俣市
http://www.m-kyusyu.senko.co.jp/

名古屋市港区

地元で！ 良い環境で！ 成長産業で 働きたい！

採用グループ顧問・関東担当

「夢」、
あなたの
センコーグループが叶えます

特集 1 ─私たちの命をつなぐ 物流ソルジャーの挑戦 ─

カ所

の持つスケール感なればこそ。日本 国内に

要な選択だ。生まれ育った地へ U ターンして

439 カ所、海外には、アメリカ、中国、オー

の就職、結婚して新しい土地での再出発、あ

ストラリア、シンガポール、韓国など 33 カ所

るいは、馴染みのある駐屯地の近くで…とライ

の事業所がある。「どこで、何をしたい」を叶

フプランに応じて勤務地を選べるのもセンコー

えるグローバルな環境があなたを待っている。
（H28.3 月末時点）

11

センコーの魅力を
一言で！

「相手の気持ちになって仕事を進められること」相野谷高司(54歳)関東センコー運輸㈱/古河駐屯地
「規律、団結、礼儀がしっかりしている！」山本雄也(28歳)埼玉南センコーロジ㈱/入間基地

第1施設大隊

第3補給処

センコーの魅力を
一言で！

「やる気があれば必ず報われる」坂東潤一(58歳)関越センコーロジ㈱
「年齢、性別にとらわれない和がある」浅田義幸(29歳)京都センコー運輸㈱/伊丹駐屯地

第36普通科連隊

10

