
 
2021年８月吉日 

お取引先様 各位 
 

センコーアドバンス株式会社 
代表取締役社長 大倉良介 

 
 

四日市本社 仮事務所への移転のご案内 

 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立ていた
だき厚くお礼申し上げます。 
 
さて弊社では、四日市本社社屋の老朽化に伴い建替えを行う運びとなり、工事の間、下記
の仮事務所にて営業をさせて頂くこととなりました。 
仮事務所は２か所に分かれることとなり、皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦
いただけますようお願いいたします。 
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 

敬具 
記 

 仮事務所での営業期間 

2021年 9月 27日（月）～2022年 12月（予定） 
 
 仮事務所に移転する部署／連絡先 

 
 
移転先所在地については、添付【別紙１】の地図をご参照ください。 
また現本社倉庫で行っている業務の移転先は【別紙２】の通りとなります。 

以上  

部署名 移転先住所 電話・FAX 移転前 移転後

電話 059-352-1121 059-399-3900

FAX 059-352-1131 059-399-3800

電話 059-352-1121 059-399-3900

FAX 059-352-1131 059-399-3800

電話 059-352-1121 059-352-1121（不変）

FAX 059-352-1533 059-352-1533（不変）

電話 059-352-1121 059-352-1121（不変）

FAX 059-352-1149 059-352-1149（不変）

四日市営業部

品質マネジメント部

国際営業部
国際業務部

総務部
　経理課
　総務・人事課

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　3階

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　6階

 
【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

 
【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

2021 年８月吉日
　お取引先様　各位

センコーアドバンス株式会社
代表取締役社長　大 倉 良 介

四日市本社　仮事務所への移転のご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立ていただき
厚くお礼申し上げます。
さて弊社では、四日市本社社屋の老朽化に伴い建替えを行う運びとなり、工事の間、下記の
仮事務所にて営業をさせて頂くこととなりました。
仮事務所は２か所に分かれることとなり、皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦
いただけますようお願いいたします。
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬　具　

記

　■ 仮事務所での営業期間
2021年9月27日㈪～2022年12月（予定）

　■ 仮事務所に移転する部署／連絡先

　移転先所在地については、添付【別紙１】の地図をご参照ください。
　また現本社倉庫で行っている業務の移転先は【別紙２】の通りとなります。

以　上　

部署名

四日市営業部

品質マネジメント部

国際営業部
国際業務部

総務部
　経理課
　総務・人事課

移転先住所

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　3階

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　6階

　

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

移転前

059-352-1121

059-352-1131

059-352-1121

059-352-1131

059-352-1121

059-352-1533

059-352-1121

059-352-1149

移転後

059-399-3900

059-399-3800

059-399-3900

059-399-3800

059-352-1121（不変）

059-352-1533（不変）

059-352-1121（不変）

059-352-1149（不変）



 
2021年８月吉日 

お取引先様 各位 
 

センコーアドバンス株式会社 
代表取締役社長 大倉良介 

 
 

四日市本社 仮事務所への移転のご案内 

 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立ていた
だき厚くお礼申し上げます。 
 
さて弊社では、四日市本社社屋の老朽化に伴い建替えを行う運びとなり、工事の間、下記
の仮事務所にて営業をさせて頂くこととなりました。 
仮事務所は２か所に分かれることとなり、皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご容赦
いただけますようお願いいたします。 
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 

敬具 
記 

 仮事務所での営業期間 

2021年 9月 27日（月）～2022年 12月（予定） 
 
 仮事務所に移転する部署／連絡先 

 
 
移転先所在地については、添付【別紙１】の地図をご参照ください。 
また現本社倉庫で行っている業務の移転先は【別紙２】の通りとなります。 

以上  

部署名 移転先住所 電話・FAX 移転前 移転後

電話 059-352-1121 059-399-3900

FAX 059-352-1131 059-399-3800

電話 059-352-1121 059-399-3900

FAX 059-352-1131 059-399-3800

電話 059-352-1121 059-352-1121（不変）

FAX 059-352-1533 059-352-1533（不変）

電話 059-352-1121 059-352-1121（不変）

FAX 059-352-1149 059-352-1149（不変）

四日市営業部

品質マネジメント部

国際営業部
国際業務部

総務部
　経理課
　総務・人事課

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-1311
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
センコーアドバンス株式会社　TASC内

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　3階

〒510-0086
三重県四日市市諏訪栄町1－12
朝日生命四日市ビル　6階

 
【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

 
【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

 
【別紙２】 

2021年 6月吉日 

仕入先 各位 

センコーアドバンス株式会社 

                                     

本社倉庫移転のお知らせ 

拝啓 

貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さてこのたび弊社は、業務効率化の一環として 本社倉庫を下記の通り移転することとなりました。 

ご迷惑をお掛けする事のないよう精一杯努めて参りますので、ご理解をお願い致します。 

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

まずは略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。 

敬具 

                       記 

 現行：センコーアドバンス株式会社 四日市本社倉庫 

所在地：〒510-0833 三重県四日市市中川原 2-5-23 TEL 059-352-1121 

 
 移転先：大和物流株式会社 三重支店 菰野出張所 

所在地：〒510-1251三重県三重郡菰野町大字千草 5141-1 TEL 059-391-2191 

 

 移転先での業務開始日：2021年 8月 16日 

すでに発注済みの商品についても、着荷日 8/16以降は移転先へ送付願います。 

  また、注文書に記載の納入場所が四日市本社倉庫以外は従来通り指定の納入場所まで

お願い致します。 

 ご質問等がありましたら、下記窓口にて対応させていただきます。 

問合せ先：四日市営業部 係長 伊藤鉄平 TEL 059-352-1121   

 
以上 

【別紙１】

■ 四日市営業部、品質マネジメント部　移転先
〒510-1311　三重県三重郡菰野町大字永井字東前野3098-23
　　　　　　　　センコーアドバンス株式会社　TASC内

■ 国際営業部、国際業務部、総務部　移転先
〒510-0086　三重県四日市市諏訪栄町1－12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日生命四日市ビル
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【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

 
【別紙１】 
 
 四日市営業部、品質マネジメント部 移転先 
〒510-1311 
三重県三重郡菰野町大字永井字東前野 3098-23 
センコーアドバンス株式会社 TASC 

 
 

 国際営業部、国際業務部、総務部 移転先 
〒510-0086 
三重県四日市市諏訪栄町 1－12 
朝日生命四日市ビル 

 
  

 
【別紙２】 

2021年 6月吉日 

仕入先 各位 

センコーアドバンス株式会社 

                                     

本社倉庫移転のお知らせ 

拝啓 

貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さてこのたび弊社は、業務効率化の一環として 本社倉庫を下記の通り移転することとなりました。 

ご迷惑をお掛けする事のないよう精一杯努めて参りますので、ご理解をお願い致します。 

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

まずは略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。 

敬具 

                       記 

 現行：センコーアドバンス株式会社 四日市本社倉庫 

所在地：〒510-0833 三重県四日市市中川原 2-5-23 TEL 059-352-1121 

 
 移転先：大和物流株式会社 三重支店 菰野出張所 

所在地：〒510-1251三重県三重郡菰野町大字千草 5141-1 TEL 059-391-2191 

 

 移転先での業務開始日：2021年 8月 16日 

すでに発注済みの商品についても、着荷日 8/16以降は移転先へ送付願います。 

  また、注文書に記載の納入場所が四日市本社倉庫以外は従来通り指定の納入場所まで

お願い致します。 

 ご質問等がありましたら、下記窓口にて対応させていただきます。 

問合せ先：四日市営業部 係長 伊藤鉄平 TEL 059-352-1121   

 
以上 

【別紙２】
2021 年６月吉日

 　仕入先各位
センコーアドバンス株式会社

本 社 倉 庫 移 転 の お 知 ら せ

拝啓　貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼
申し上げます。
　さてこのたび弊社は、業務効率化の一環として　本社倉庫を下記の通り移転することとなり
ました。ご迷惑をお掛けする事のないよう精一杯努めて参りますので、ご理解をお願い致します。
　今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
　まずは略儀ながら書中をもちましてご案内申し上げます。

敬　具　

記

■ 現　行：センコーアドバンス株式会社　四日市本社倉庫
　 所在地： 〒510-0833　三重県四日市市中川原 2-5-23　　　　TEL 059-352-1121

■ 移転先：大和物流株式会社　三重支店　菰野出張所
　 所在地： 〒510-1251　三重県三重郡菰野町大字千草5141-1　TEL 059-391-2191

■ 移転先での業務開始日：2021年 8月 16日
　 すでに発注済みの商品についても、着荷日 8/16 以降は移転先へ送付願います。
　 また、注文書に記載の納入場所が四日市本社倉庫以外は従来通り指定の納入場所までお
願い致します。

■ ご質問等がありましたら、下記窓口にて対応させていただきます。
　 お問合せ先：四日市営業部　　係長　伊藤鉄平　　TEL 059-352-1121　 

以　上　


