
番号 役職 氏名 会社名

1 会長 浅　井　　　隆 株式会社浅井

2 副会長 水　野　　　功 千代田運輸株式会社

3 副会長 原　　　玲　子 日本興運株式会社

4 副会長 佐　藤　雄　平 トーヨーエキスプレス株式会社

5 副会長 岸　澤　武　春 岸澤運輸株式会社

6 副会長 竹　内　政　司 竹内運輸工業株式会社

7 副会長 鎮　目　隆　雄 株式会社フコックス

8 副会長 内　宮　昌　利 内宮運輸機工株式会社

9 副会長 飯　田　勇　一 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社

10 副会長 森　本　勝　也 東亜物流株式会社

11 副会長 原　島　藤　壽 カンダコーポレーション株式会社

12 常任理事 田　中　敏　之 新聞輸送株式会社

13 常任理事 澁　谷　隆　義 株式会社ユニコム

14 常任理事 吉　田　浩　一 宮吉運輸株式会社

15 常任理事 鈴　木　隆　志 株式会社日本カーゴエキスプレス

16 常任理事 黒　田　　　寛 黒田運送有限会社

17 常任理事 中　山　勝　彦 有限会社広容運送

18 常任理事 松　原　伸　行 株式会社松原運送

19 常任理事 菊　池　正　浩 有限会社菊正自動車

20 常任理事 三　村　偉一郎 株式会社三村運送

21 常任理事 秋　山　　　悟 株式会社サンキューコーポレーション

22 常任理事 土　屋　秀　明 自由ヶ丘運送有限会社

23 常任理事 大　島　弥　一 大島運輸株式会社

24 常任理事 中　根　俊　幸 中根運送有限会社

25 常任理事 大　髙　一　義 株式会社オータカ

26 常任理事 星　野　昌　康 昭和梱包運送株式会社

27 常任理事 村　上　雅　英 三つ葉運輸株式会社

28 常任理事 篠　﨑　　　眞 株式会社興真運送

29 常任理事 田　中　秀　明 東京港運送株式会社

30 常任理事 北　澤　　　聡 株式会社オカダトランス
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31 常任理事 松　本　有　司 金方堂運輸株式会社

32 常任理事 高　取　言　彦 五興運輸株式会社

33 常任理事 松　丸　寛　栄 松丸工事運輸株式会社

34 常任理事 浅　野　利　幸 浅野興業株式会社

35 常任理事 西　野　　　毅 株式会社誠和トラスト

36 常任理事 香　川　省　司 株式会社東都運搬社

37 常任理事 八武﨑　秀　紀 八武崎運送株式会社

38 常任理事 天　野　直　人 東武高活運輸株式会社

39 常任理事 鈴　木　　　貢 有限会社すずか梱包運輸

40 常任理事 下　川　芳　延 下川運輸有限会社

41 常任理事 吉　本　商　一 八千代運輸有限会社

42 常任理事 山　下　義　尚 大出運輸株式会社

43 常任理事 笠　原　史　久 株式会社ＮＴＳロジ

44 常任理事 清　本　秋　男 武蔵野運送株式会社

45 常任理事 田　中　伸　享 株式会社昭島輸送

46 常任理事 津　島　英　世 (一社)東京環境保全協会

47 常任理事 加　藤　憲　治
日本通運株式会社 関東甲信越ブロック
ロジスティクスビジネスユニット

48 常任理事 佐　藤　清　輝 株式会社日立物流

49 常任理事 森  　日 出 男 (一社)全国物流ネットワーク協会

50 常任理事 中　西　弘　毅 日本ロジテム株式会社

51 常任理事 石　井　秀　男 株式会社寿運送

52 常任理事 椎　名　幸　子 中央運送株式会社

53 専務理事 山　﨑　　　正 一般社団法人東京都トラック協会

54 常務理事 加　藤　直　樹 一般社団法人東京都トラック協会

55 常務理事 遠　藤　啓　二 一般社団法人東京都トラック協会

56 常務理事 宮　城　俊　弥 一般社団法人東京都トラック協会

57 理事 佐　藤　克　典 サトランス株式会社

58 理事 手　嶋　章　博 出版輸送株式会社

59 理事 澤　幡　　　淳 青葉運輸株式会社

60 理事 下　川　　　悟 株式会社プライム物流
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61 理事 藤　井　千枝子 東海急送株式会社

62 理事 岩　田　享　也 八大株式会社

63 理事 樋　口　恵　一 川崎陸送株式会社

64 理事 村　上　益　夫 東都配送株式会社

65 理事 坂　田　生　子 松下運輸株式会社

66 理事 小野関　博　久 株式会社小野関運送

67 理事 薄　井　愛　民 株式会社丸井興業

68 理事 小　山　和　義 小山運送株式会社

69 理事 谷　口　眞　二 ゑびす興運有限会社

70 理事 加　川　一　江 鈴木運送株式会社

71 理事 小　宮　邦　裕 東邦運送株式会社

72 理事 岸　　　眞　介 有限会社みつ井運送

73 理事 田　中　秀　樹 田中陸運株式会社

74 理事 種子田　清　志 大賀運輸株式会社

75 理事 畔　上　慎　也 ちとせ運送株式会社

76 理事 有　澤　洋士郎 有澤運送株式会社

77 理事 金　子　俊　一 金子運輸株式会社

78 理事 甲斐野　栄　一 有限会社正運社運送店

79 理事 緋　田　政　人 緋田運輸株式会社

80 理事 岡　部　昭　人 協和コーポレーション株式会社

81 理事 堀　内　伸　洋 堀内運送株式会社

82 理事 江　原　光　一 江原運送株式会社

83 理事 篠　本　密　治 徳丸運輸倉庫株式会社

84 理事 篠　本　安　秀 徳丸商運株式会社

85 理事 鈴　木　伸　一 みかさ運送株式会社

86 理事 佐久間　恒　好 株式会社商運サービス

87 理事 関　口　勝　己 株式会社ケイ・エス・ライン

88 理事 本　田　美智代 金重運送株式会社

89 理事 瀧　﨑　　　尚 タキザキロジスティクス株式会社

90 理事 山　本　明　徹 株式会社大昌運輸
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91 理事 大　森　正　章 有限会社大森商店

92 理事 渡　辺　省　吾 株式会社日本協力

93 理事 星　田　芳　郎 日新商事運輸株式会社

94 理事 結　城　賢　進 結城運輸倉庫株式会社

95 理事 中　村　克　敏 株式会社中彦運送

96 理事 髙　橋　伸　明 有限会社丸橋運送店

97 理事 岸　波　一　彦 岸波運輸株式会社

98 理事 波多野　勝　穂 有限会社ニューライン東京

99 理事 風　間　利　昭 有限会社風間運送店

100 理事 小　島　勝　弘 小島運送株式会社

101 理事 山　崎　和　弘 山一運送株式会社

102 理事 佐　藤　正　樹 株式会社ワークオンクリエイト

103 理事 森　谷　英　紀 株式会社エムティ―ロジ

104 理事 渡　邊　直　人 株式会社ワタコー

105 理事 冨　川　人　史 東澤運送有限会社

106 理事 湯　田　啓　一 日東通運株式会社

107 理事 熊　井　昌一郎 熊井梱包運輸株式会社

108 理事 藤　倉　泰　徳 株式会社藤倉運輸

109 理事 鳥ノ海　　　学 協同運輸株式会社

110 理事 山　田　正　信 株式会社森田商運

111 理事 羽　田　三根夫 株式会社羽田運送店

112 理事 後　藤　裕　隆 三鈴運送有限会社

113 理事 城　　　康　幸 大和システム運輸株式会社

114 理事 星　野　浩　司 多摩運送株式会社

115 理事 宮　本　　　隆 宮本運送株式会社

116 理事 小　塚　正　和 関東交通共済協同組合

117 理事 矢　萩　嘉　宏 矢萩運輸株式会社

118 理事 宇　野　数　雄 丸正運輸株式会社
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119 監事 福　本　勝　由 大作輸送株式会社

120 監事 天　野　智　義 天野運送株式会社

121 監事 荒　木　康　次 株式会社丸運

122 監事 只　腰　憲　久 （員外）


