
(令和３年３月１１日現在)

◎ 第１種普通会員
　団体・会社名 代表者名

公益社団法人北海道トラック協会 工　藤　修　二

公益社団法人青森県トラック協会 木　村　英　敬

公益社団法人岩手県トラック協会 髙　橋　嘉　信

公益社団法人宮城県トラック協会 庄　子　清　一

公益社団法人秋田県トラック協会 赤　上　信　弥

公益社団法人山形県トラック協会 熊　澤　貞　二

公益社団法人福島県トラック協会 右　近　八　郎

一般社団法人茨城県トラック協会 小　林　幹　愛

一般社団法人栃木県トラック協会 吉髙神　健　司

一般社団法人群馬県トラック協会 武　井　 　　宏

一般社団法人埼玉県トラック協会 鳥　居　伸　雄

一般社団法人千葉県トラック協会 角　田　正　一

一般社団法人東京都トラック協会 浅　井　　　 隆

一般社団法人神奈川県トラック協会 吉　田　修　一

一般社団法人山梨県トラック協会 坂　本　幸　晴

公益社団法人新潟県トラック協会 小　林　和　男

公益社団法人長野県トラック協会 小　池　 　　長

一般社団法人富山県トラック協会 綿　貫　勝　介

一般社団法人石川県トラック協会 久　安　常　信

一般社団法人福井県トラック協会 清　水　則　明

一般社団法人岐阜県トラック協会 山　口　嘉　彦

一般社団法人静岡県トラック協会 佐　野　　 　寛

一般社団法人愛知県トラック協会 寺　岡　洋　一

一般社団法人三重県トラック協会 小　林　俊　二

一般社団法人滋賀県トラック協会 田　中　　　亨

一般社団法人京都府トラック協会 荒　木　律　也

一般社団法人大阪府トラック協会 辻　　 　卓　史

一般社団法人兵庫県トラック協会 福　永　征　秀

公益社団法人奈良県トラック協会 塚　本　哲　夫

公益社団法人和歌山県トラック協会 阪　本　享　三

一般社団法人鳥取県トラック協会 川　上　和　人

公益社団法人島根県トラック協会 三　島　 　　進

一般社団法人岡山県トラック協会 遠　藤　俊　夫

公益社団法人広島県トラック協会 小　丸　成　洋

一般社団法人山口県トラック協会 喜多村　　　誠

一般社団法人徳島県トラック協会 湯　浅　恭　介

公益社団法人全日本トラック協会　会員名簿
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一般社団法人香川県トラック協会 楠　木　寿　嗣

一般社団法人愛媛県トラック協会 御手洗　　　安

一般社団法人高知県トラック協会 森　本　敬　一

公益社団法人福岡県トラック協会 眞　鍋　博　俊

公益社団法人佐賀県トラック協会 馬　渡　雅　敏

公益社団法人長崎県トラック協会 馬　場　邦　彦

公益社団法人熊本県トラック協会 住　永　豊　武

公益社団法人大分県トラック協会 仲　　　  　　浩

一般社団法人宮崎県トラック協会 牧　田　信　良

公益社団法人鹿児島県トラック協会 鳥　部　敏　雄

公益社団法人沖縄県トラック協会 佐次田　　　朗

◎ 第２種普通会員
団体・会社名 代表者名

株式会社トッキュウ 工　藤　修　二

山登運輸株式会社 松　橋　謙　一

キョーツー株式会社 藤　山　幸　伸

旭川小型運輸株式会社 湯　野　信　一

清水運送株式会社 梶　 　　竹　征

湧別小型運送株式会社 福　原　裕　二

岩倉海陸運輸株式会社 三　上　慈　誉

北海陸運株式会社 藤　村　次　男

大友運送株式会社 大　友　龍　之

丸日日諸産業株式会社 野　村　佳　史

株式会社たいせつ 中　山　 　　登

西尾運送有限会社 村　上　哲　也

ヤマカ運輸株式会社 菅　藤　孝　雄

北海道フーズ輸送株式会社 渡　邊　英　俊

大斗運輸株式会社 中　村　 　　潤

武田運輸株式会社 武　田　秀　一

株式会社タイツウ運輸 植　田　伸　一

別海貨物株式会社 篠　田　 　　巌

八戸通運株式会社 高　林　秀　典

三八五流通株式会社 泉　山　　   元

岩手雪運株式会社 髙　橋　嘉　信

北上運輸株式会社 藤　村　秀　一

十久輸送有限会社 中　平　賢　正

岩手庄子運送株式会社 庄　子　清　信

株式会社共立貨物 阿　部　祐　二

北海道

青　森　県

岩　手　県
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カネフジ運輸株式会社 須　藤　弘　三

株式会社庄子運送 庄　子　清　一

古川貨物株式会社 千　葉　孝　男

仙台運送株式会社 菊　地　 　  徹

株式会社平産業運輸 平　 　　良　夫

株式会社臼眞倉庫 臼　井　真　人

ベア・ロジコ株式会社 熊　澤　貞　二

丸カ運送株式会社 佐　藤　信　成

鈴木運輸株式会社 鈴　木　健　仁

関東総業株式会社 安　達　 　  實

行方運送株式会社 熊　谷　寛　静

有限会社奥久慈運輸 滝　 　　常　容

ミヤウチ物流システム株式会社 宮　内　博　夫

株式会社日立物流東日本 名　和　 　　裕

三共貨物自動車株式会社 小　倉　重　則

来栖運送株式会社 来　栖　 　　孝

茨城流通サービス株式会社 小　倉　邦　義

ハナワ物流株式会社 塙　　 　正　明

株式会社折一 馬　場　登志夫

増田運送株式会社 増　田　邦　雄

株式会社北関東運輸 石　塚　安　民

幸洋運輸株式会社 平　賀　勝　利

長谷川運送株式会社 長谷川　義　雄

株式会社三蔵 川　島　満　男

株式会社グローバル 原　　 　邦　昭

株式会社群馬グリーン配送 佐　藤　今朝司

株式会社太陽運輸 藤　野　隆　司

有限会社美松運送 松　原　二三男

宮　城　県

山　形　県

福　島　県

茨　城　県

栃　木　県

群　馬　県
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アサヒロジスティクス株式会社 横　塚　正　秋

桶本興業株式会社 桶　本　　 　毅

株式会社啓和運輸 川　島　 　　満

株式会社瀬山通 瀬　山　 　　豪

トーエイ物流株式会社 遠　藤　長　俊

石田運送株式会社 石　田　幸　良

株式会社拓洋 加　藤　正　道

株式会社新興運送 加　地　昭　俊

圏央ロジ株式会社 橋　本　龍太郎

有限会社東陸運輸 道　川　裕　三

有限会社遠忠屋運輸 遠　藤　　 　光

有限会社スリーエー 足　立　 　　勝

東上通運株式会社 鈴　木　孝　明

株式会社中島商会 中　島　健　児

株式会社井上運送 井　上　 　　浩

大和輸送株式会社 坂　本　和　雄

セイコー運輸株式会社 清　水　浩　一

永井運輸株式会社 永　井　保　之

秩父通運株式会社 金　子　展　明

株式会社騎西運輸倉庫 安　類　正　美

有限会社荒川運送 荒　川　優　二

株式会社東京アクティー 加増利　豊　秋

株式会社ファーストロジテム 板　橋　正　久

幸和運輸株式会社 佐　藤　信　一

角田運送株式会社 角　田　正　一

銚子通運株式会社 大　里　忠　弘

株式会社池田自動車運輸 池　田　和　彦

株式会社太平洋エクスプレス 齋　藤　政　雄

根岸運輸株式会社 根　岸　俊　夫

常南通運株式会社 岡　野　哲　也

総武物流株式会社 戸　邉　 　　寛

千　葉　県

埼　玉　県
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株式会社浅井 浅　井　　　 隆

千代田運輸株式会社 水　野　 　　功

日本興運株式会社 　 原　　 　玲　子

トーヨーエキスプレス株式会社 佐　藤　雄　平

岸澤運輸株式会社　 岸　澤　武　春

竹内運輸工業株式会社 竹　内　政　司

株式会社フコックス 鎮　目　隆　雄

内宮運輸機工株式会社 内　宮　昌　利

TAKAIDOクールフロー株式会社 飯　田　勇　一

ヤマト運輸株式会社 栗　栖　利　蔵

株式会社日立物流 中　谷　康　夫

多摩運送株式会社 星　野　良　三

東亜物流株式会社 森　本　勝　也

カンダコーポレーション株式会社 原　島　藤　壽

新聞輸送株式会社 田　中　敏　之

宮吉運輸株式会社 吉　田　浩　一

株式会社日本カーゴエキスプレス 鈴　木　隆　志

有限会社広容運送 中　山　勝　彦

株式会社松原運送 松　原　伸　行

株式会社三村運送 三　村　偉一郎

株式会社サンキューコーポレーション 秋　山　 　　悟

自由ヶ丘運送有限会社 土　屋　秀　明

大島運輸株式会社 大　島　弥　一

中根運送有限会社 中　根　俊　幸

株式会社オータカ 大　髙　一　義

昭和梱包運送株式会社 星　野　昌　康

三つ葉運輸株式会社 村　上　雅　英

株式会社興真運送 篠　崎　 　　眞

東京港運送株式会社 田　中　秀　明

株式会社オカダトランス 北　澤　　　　聡

金方堂運輸株式会社 松　本　有　司

五興運輸株式会社 高　取　言　彦

浅野興業株式会社 浅　野　利　幸

株式会社東都運搬社 香　川　省　司

株式会社八武崎運送 八武崎　秀　紀

有限会社すずか梱包運輸 鈴　木　 　　貢

下川運輸有限会社 下　川　芳　延

八千代運輸有限会社 吉　本　商　一

株式会社ＮＴＳロジ 笠　原　史　久

東　京　都
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株式会社相模運輸 吉　田　修　一

藤木陸運株式会社 藤　木　幸　二

川崎運送株式会社 髙　橋　浩　治

富国運輸株式会社 飯　沼　健　史

有限会社三原運輸商事 三　原　輝　美

丸進興業運輸株式会社 大　竹　 　　浩

株式会社金谷商運 金　谷　智　司

萬運輸株式会社 東海林　憲　彦

丸五運輸株式会社 阿　部　誠一郎

丸島運輸株式会社 江　藤　博　一

内外液輸株式会社 伊　藤　保　義

髙梨運送株式会社 髙　梨　信　広

株式会社不動田運輸 不動田　昌　弘

丸全昭和運輸株式会社 中　村　匡　宏

株式会社鶴見サービス 茅　野　宏　行

株式会社倉吉運輸 倉　吉　裕　介

秋元運輸倉庫株式会社 秋　元　伸　介

稲葉産業株式会社 稲　葉　武　久

株式会社不二運輸倉庫 野　村　栄　藏

梅沢企業株式会社 梅　沢　利　雄

株式会社甲斐延 宮　川　　　武

中央運輸有限会社 塩　津　和　久

中越運送株式会社 小　林　和　男

新潟運輸株式会社 坂　井　 　　操

上越運送株式会社 小　関　健　司

中越通運株式会社 中　山　和　郎

上伊那貨物自動車株式会社 小　池　　 　長

東信運送株式会社 朝　場　宏　男

アルプス運輸建設株式会社 上　嶋　金　司

トナミ運輸株式会社 綿　貫　勝　介

三和運輸株式会社 勝　山　 　　功

株式会社新陸運輸 古　瀬　喜八郎

中川運輸株式会社 中　川　宗　佳

北陸貨物運輸株式会社 山　田　秀　一

是則北陸運輸株式会社 山　下　洋　介

城西運輸機工株式会社 操　川　一　郎

小前田運輸株式会社 小前田　　　彰

神　奈　川　県

山　梨　県

新　潟　県

長　野　県

富　山　県

石　川　県
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敦賀海陸運輸株式会社 有　馬　茂　人

株式会社アイシー物流 吉　川　義　則

西濃運輸株式会社 田  口  義　隆

株式会社エスラインギフ 山　口　嘉　彦

濃飛倉庫運輸株式会社 尾　関　卓　司

飛騨運輸株式会社 漆　山　喜久雄

東海西濃運輸株式会社 田　口　利　壽

株式会社ハマキョウレックス 大須賀　正　孝

株式会社タカキュー 佐　野　 　　寛

鈴与自動車運送株式会社 新　間　克　樹

三笠運輸株式会社 松　浦　 　　明

株式会社七栄 伊　倉　昭　次

安倍運輸株式会社 白　鳥　正　人

吉正運輸倉庫株式会社 吉　野　雅　山

丸五運送株式会社 若　杉　福　雄

東山物流株式会社 青　木　　 　均

山三石油運輸株式会社 米　花　立　美

株式会社竹豊物流 加　藤　正　人

中京陸運株式会社 鷹　見　正　彦

名鉄運輸株式会社 内　田　　 　亙

鬼頭運輸倉庫株式会社 中　野　康　雄

オカベ物流株式会社 岡　部　　 　務

株式会社オーエヌトランス 杉　江　豊　文

柘運送株式会社 柘　　　　　　勝

齋藤運輸株式会社 齋　藤　靖　人

株式会社名誠組 安　井　 　　誠

名備運輸株式会社 丸　川　靖　彦

みずしま急配株式会社 山　内　健　司

高山運輸株式会社 高　山　智　司

鳴海急送株式会社 酒　井　 　　誠

岡崎通運株式会社 前　山　敏　昭

ホイテクノ物流株式会社 加　藤　雅　仁

名海運輸作業株式会社 山　本　　 　敦

桜運輸株式会社 細　江　良　枝

株式会社小林運輸　 小　林　俊　二

北進運輸株式会社 中　川　進　治

三栄運輸株式会社 山　本　貞　夫

株式会社暁興産 伊　藤　康　彦

丸加運輸株式会社 加　田　 　　潔

昌和商事株式会社 田　村　三千夫

大王運輸株式会社 天　白　拓　治

三　重　県

福　井　県

岐　阜　県

静　岡　県

愛　知　県
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株式会社外村物流運輸 外　村　善　一

甲西陸運株式会社 甲斐切　　　稔

湖南運輸株式会社 中　西　 　　栄

株式会社松田商事 松　田　直　樹

荒木運送株式会社 荒　木　律　也

株式会社岸貝物流 平　島　竜　二

有限会社宇野エキスプレス 宇　野　賢　志

株式会社京三運輸 蒔　田　良　夫

大阪運輸倉庫株式会社 坂　本　克　己

鴻池運輸株式会社 辻　　 　卓　史

中川運送株式会社 中　川　才　助

富士通運輸興業株式会社 重　 　　博　文

株式会社中原運輸 中　原　 　　毅

新田運送株式会社 新　田　朝　世

有限会社木下運送店 小田原　　　武

池辺運送株式会社 池　辺　祐　一

センコー株式会社 松　井　剛　士

エスエーロジテム株式会社 坂　中　良　郎

株式会社公益社 小　西　幸　治

株式会社藤井商会 藤　井　武　治

八木運送株式会社 八　木　 　　健

日之出運送株式会社 尾　崎　唯　彦

中野運送株式会社 中　野　由　彦

株式会社丸麦運輸 麦　踏　勝　吉

株式会社つばめ急便 石　原　 　　修

双葉運送株式会社 平　井　信　一

やまと運輸株式会社 坂　本　龍　次

北港運輸株式会社 古　谷　裕　子

福塚運送株式会社 福　塚　正　昭

髙山運輸株式会社 高　山　久　男

滋　賀　県

京　都　府

大　阪　府
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信栄運輸株式会社 福　永　征　秀

株式会社原岡運送店 原　岡　謙　一

加西合同貨物自動車株式会社 櫻　井　光　男

明石運輸株式会社 藤　原　康　雄

淡路共正陸運株式会社 尾　上　昌　史

和歌山運送株式会社 堀　　　秀　夫

株式会社新宮運送 木　南　一　志

姫路合同貨物自動車株式会社 北　野　 　　穣

柳原運輸株式会社 亀　田　昌　廣

株式会社メイカ 藤　井　和　重

神港通運株式会社 北　村　耕一郎

株式会社浜田運送 濵　田　長　伸

栄進急送株式会社 村　上　　　功

西播通運株式会社 小　西　　　毅

岩崎運送株式会社 岩　崎　 　 昭

日ノ丸西濃運輸株式会社 仲　島　宏　政

岡山県貨物運送株式会社 遠　藤　俊　夫

藤森運輸株式会社 藤　森　元　則

横山商事株式会社 横　山　忠　彦

岸陸送有限会社 西　本　和　由

有限会社川口運送 川　口　祐　一

株式会社赤田運輸産業 赤　田　博　文

株式会社ロジコム・アイ 大　上　正　治

株式会社脇地運送 脇　地　生　忠

丸加海陸運輸株式会社 喜多村　久　至

芸北急送株式会社 竹　本　昭　法

株式会社フジタニ 藤　谷　拾　人

株式会社宇部貨物 青　山　澄　男

下松運輸株式会社 加　茂　　　孝

宇和島自動車運送株式会社 和　田　祥　孝

四国名鉄運輸株式会社 西　蔭　 　　洋

明星運輸株式会社 明　星　 　　元

トーヨー・ロジテック株式会社 西　岡　 　　斉

兵　庫　県

和　歌　山　県

鳥　取　県

岡　山　県

広　島　県

山　口　県

愛　媛　県
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筑豊通運株式会社 三　村　彰　一

株式会社西物 中　嶋　利　文

久留米運送株式会社 二　又　茂　明

株式会社ピアノターミナル・ナカムラ 中　村　　 　司

有限会社堀兄弟運送 堀　　 　秀　明

株式会社深田運送 深　田　康　氏

有限会社大瀬運送 大　瀬　博　巳

久富産業株式会社 久　富　啓　充

株式会社松本組 松　本　 　　聡

生田川通商株式会社 小野田　一　生

福岡興業株式会社 松　岡　雄　介

緒方運輸有限会社 緒　方　好　一

筑後運送株式会社 仲　 　　聡　陽

まるまん倉庫株式会社 原　 　　淑　雄

株式会社ハラダ物流 原　田　一　洋

協業組合九州ロジテックカーゴ 武　富　浩　二

株式会社ロジコム 鳥　屋　正　人

株式会社井石 井　石　八千代

株式会社光葉産業運輸 筒　井　琢　磨

有限会社有馬運送 永　野　貞　光

城東運輸倉庫株式会社 下　川　公一郎

江富運輸株式会社 江　富　　 　聡

株式会社ＡＺＵＭＡ 上　田　裕　子

株式会社亀万運送 富　田　康　方

岱明運輸株式会社 福　田　 　　洋

村本重機興有限会社 村　本　 　　茂

安心院運輸株式会社 山　下　柾　規

株式会社別府急配 仲　摩　一　夫

有限会社荒木運輸 荒　木　久　次

元明運送有限会社 元　明　吉　美

富士運送株式会社 黒　木　一　正

株式会社昭和貨物 加　納　潤　一

中村運送有限会社 中　村　利　秋

有限会社大姶良運送 福　永　寿　一

株式会社エーシーネットワーク 矢　野　　　健

佐　賀　県

福　岡　県

長　崎　県

熊　本　県

大　分　県

宮　崎　県

鹿　児　島　県
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◎ 第３種普通会員(第１号・第２号)
団体・会社名 代表者名

日本通運株式会社 秋　田　　　進

一般社団法人日本環境保全協会 山　条　忠　文

一般社団法人全国霊柩自動車協会 小　西　幸　治

全国郵便輸送協会 岡　野　哲　也

一般社団法人日本陸送協会 北　村　竹　朗

◎ 第３種普通会員(第３号)
団体・会社名 代表者名

公益社団法人全日本トラック協会 桝　野　龍　二

公益社団法人全日本トラック協会 山　崎　 　　薫

公益社団法人全日本トラック協会 松　崎　宏　則

公益社団法人全日本トラック協会 藤　原　利　雄

杉　山　武　彦

◎ 賛助会員
団体・会社名 代表者名

三八五流通株式会社 泉　山　　 　元

第一貨物株式会社 米　田　総一郎

武蔵貨物自動車株式会社 増　田　 　　力

セイノースーパーエクスプレス株式会社 増　田　　　 敦

日本通運株式会社 齋　藤　 　　充

日通トランスポート株式会社 村　上　浩　之

カンダコーポレーション株式会社 原　島　藤　壽

京橋運送株式会社 齋　藤　建　二

トナミ運輸株式会社 綿　貫　勝　介

アサガミ株式会社 木　村　健　一

中央運送株式会社 椎　名　幸　子

太盛運輸株式会社 小　泉　雅　義

一般社団法人東京環境保全協会 田　口　勝　久

日本ロジテム株式会社 中　西　弘　毅

日本郵便輸送株式会社 原　口　亮　介

株式会社丸運 荒　木　康　次

向島運送株式会社 佐　藤　 　　惇

株式会社日立物流 中  谷　康  夫

王子運送株式会社 濵　野　健　二

京浜運送株式会社 吉　本　昌　且

東礼自動車株式会社 岡　　　伸二郎

西多摩運送株式会社 千　原　武　美

日本郵便株式会社 髙　橋　 　　亨

川崎運送株式会社 高　橋　浩　治

株式会社日新 筒　井　雅　洋

株式会社バンテック 児　玉　幸　信

新潟運輸株式会社 山　田　博　義

中越運送株式会社 小　林　和　男

信州名鉄運輸株式会社 榊󠄀　原　勝　則

西濃運輸株式会社 田　口　義　隆

株式会社エスラインギフ 山　口　嘉　彦
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近物レックス株式会社 堀　内　　 　悟

名鉄運輸株式会社 内　田　　 　亙

丸太運輸株式会社 髙　村　博　三

愛知陸運株式会社 山　崎　義　雄

朝日ヶ丘運輸株式会社 金　澤　典　賢

佐川急便株式会社 本　村　正　秀

大阪運輸倉庫株式会社 坂　本　克　己

山陽自動車運送株式会社 荻　野　秀　実

鴻池運輸株式会社 辻　　 　卓　史

センコー株式会社 福　田　泰　久

姫路合同貨物自動車株式会社 北　野　耕　司

上組陸運株式会社 加　藤　 　　尚

岡山県貨物運送株式会社 遠　藤　俊　夫

福山通運株式会社 小　丸　成　洋

備後通運株式会社 大　山　茂　生

九州西濃運輸株式会社 西　浦　敏　哉

久留米運送株式会社 二　又　茂　明

西鉄運輸株式会社 久保田　　　等
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