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一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会（YHR）
2021年度 第1回 全体集会
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日時 2021年 4月19 日(月)１０：００～

場所 ロイヤルホールヨコハマ・2階ヴェルサイユの間

1開会のあいさつ
鈴江孝裕
副会長・総務委員長

10:00

2これまでの経過報告と今後の活動 事務局 10:05

①これまでの活動報告

②取り組み課題

③今後の活動計画

3藤木会長講演 会長 藤木幸夫 10:25

4報道・広報関係者との質疑応答 藤木会長、事務局他 11:00

5終了 11:30
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山下ふ頭の中心に所在する
一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会（YHR）／横浜港運協会



一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会
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正副会長
No. 役名 氏名 会社名 役職名
1 会長 藤 木 幸 夫 藤木企業株式会社 代表取締役会長
2 副会長/監事 長谷川 元 第一船舶企業株式会社 代表取締役会長
3 副会長 鈴 江 孝 裕 鈴江コーポレーション株式会社 代表取締役会長
4 副会長 藤 木 幸 太 藤木企業株式会社 代表取締役社長
5 副会長 藤 木 幸 三 株式会社三協 代表取締役社長
6 副会長 飯泉牧太郎 東横商船株式会社 代表取締役会長
7 副会長 田 端 彰 関東港運株式会社 代表取締役会長
8 副会長 石 黒 明 博 株式会社明正 代表取締役会長
9 副会長 大 田 晃 正 株式会社住友倉庫　 横浜支店長
10 副会長 原田龍次郎 原田港湾株式会社 代表取締役社長
11 副会長 島 憲 蔵 三島船舶株式会社 代表取締役社長
12 副会長 平 木 基 仁 一般社団法人全日検　横浜支部 執行役員横浜支部長
13 副会長 粟 竹 俊 幸 日本警備株式会社 代表取締役

NO. 役名 氏名 会社名
1 執行会員 菅 井 重 隆 京濱港運株式会社
2 執行会員 藤 木 幸 三 株式会社三協
3 執行会員 鈴 江 孝 裕 鈴江コーポレーション株式会社
4 執行会員 野 津 正 恒 株式会社ダイトーコーポレーション　
5 執行会員 筒 井 雅 洋 株式会社日新
6 執行会員 浅 井 俊 之 丸全昭和運輸株式会社
7 執行会員 德 橋 三 郎 互興運輸株式会社
8 執行会員 串 田 素 宏 東照海運株式会社
9 執行会員 前 田 健 一 東清海運株式会社
10 執行会員 飯泉牧太郎 東横商船株式会社
11 執行会員 坂 田 薫 白鳥運輸株式会社
12 執行会員 飯 泉 勝 也 株式会社鈴江組
13 執行会員 藤 木 幸 夫 藤木企業株式会社
14 執行会員 酒 井 裕 介 横浜港湾作業株式会社
15 執行会員 石 黒 明 博 株式会社明正
16 執行会員 矢吹欣一郎 矢吹海運株式会社
17 執行会員 平 木 基 仁 一般社団法人全日検　横浜支部
18 執行会員 長谷川 元 第一船舶企業株式会社
19 執行会員 島 憲 蔵 三島船舶株式会社
20 執行会員 藤 木 幸 太 株式会社みなと輸送
21 執行会員 山 下 晃 横浜港運関連事業協同組合
22 執行会員 鈴 木 武 ジャパントータルサービス株式会社
23 執行会員 粟 竹 俊 幸 日本警備株式会社
24 執行会員 水 上 裕 之 株式会社　北見港湾総合研究所

執行会員
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表紙

		　　  一般社団法人 イッパンシャダンホウジン

		　横浜港ハーバーリゾート協会 ヨコハマコウ キョウカイ

				会員名簿 カイイン メイボ









						令和２年９月 レイワ ネン ガツ









正副会長

		正副会長 セイフク カイチョウ

		No.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		会社名 カイシャメイ		役職名 ヤクショクメイ		所属団体 ショゾクダンタイ		適要 テキ ヨウ

		1		会長 カイチョウ		藤木幸夫 フジキ ユキオ		藤木企業株式会社 フジキキギョウ カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ				発起人 ホッキニン

		2		副会長/監事 フクカイチョウ カンジ		長谷川　元 ハセガワ ゲン		第一船舶企業株式会社 ダイイチ センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウ トリシマリヤクカイチョウ		関連 カンレン		発起人 ホッキニン

		3		副会長 フクカイチョウ		鈴江孝裕 スズエ タカシ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント		発起人 ホッキニン

		4		副会長 フクカイチョウ		藤木幸太 フジキ コウタ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		5		副会長 フクカイチョウ		藤木幸三 フジキ コウゾウ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		エゼント

		6		副会長 フクカイチョウ		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		東横商船株式会社 トウヨコショウセン カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		回漕 カイソウ

		7		副会長 フクカイチョウ		田端　彰 タバタ アキラ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		8		副会長 フクカイチョウ		石黒明博 イシグロ メイ ヒロシ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		海貨 カイ

		9		副会長 フクカイチョウ		大田晃正 オオタ ノボル タダ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		10		副会長 フクカイチョウ		原田龍次郎 ハラダ リュウジロウ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		副会長 フクカイチョウ		島　憲蔵 シマ ケンゾウ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		関連 カンレン

		12		副会長 フクカイチョウ		平木基仁 ヒラキ モトヒト		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ゼン ニッケン ヨコハマ シブ		執行役員横浜支部長 シッコウ ヤクイン ヨコハマ シブ チョウ		検数検定 ケンスウ ケンテイ

		13		副会長 フクカイチョウ		粟竹俊幸 アワタケ トシユキ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ





執行会員

		執行会員 シッコウ カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		執行会員 シッコウカイイン		菅井重隆 スガイ シゲタカ		ｹｲﾋﾝｺｳｳﾝ		京濱港運株式会社 キョウ ハマ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		2		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸三 フジキ コウゾウ		ｻﾝｷｮｳ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		3		執行会員 シッコウカイイン		鈴江孝裕 スズエ タカヒロ		ｽｽﾞｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント

		4		執行会員 シッコウカイイン		野津正恒 ノヅ セイ ヒサシ		ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟ		株式会社ダイトーコーポレーション　 カ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		5		執行会員 シッコウカイイン		筒井雅洋 ツツイ マサヒロ		ﾆｯｼﾝ		株式会社日新 カ ニッシン		代表取締役社長執行役員 シッコウヤクイン		エゼント

		6		執行会員 シッコウカイイン		浅井俊之 アサイ トシユキ		ﾏﾙｾﾞﾝｼｮｳﾜ		丸全昭和運輸株式会社 マルゼン ショウワ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		エゼント

		7		執行会員 シッコウカイイン		德橋三郎 トク ハシ サブロウ		ｺﾞｺｳｳﾝﾕ		互興運輸株式会社 ゴコウ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長		回漕 カイソウ

		8		執行会員 シッコウカイイン		串田素宏 クシダ モト ヒロ		ﾄｳｼｮｳｶｲｳﾝ		東照海運株式会社 トウショウカイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		9		執行会員 シッコウカイイン		前田健一 マエダ ケンイチ		ﾄｳｼﾝｶｲｳﾝ		東清海運株式会社 アズマ キヨシ カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		10		執行会員 シッコウカイイン		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		ﾄｳﾖｺｼｮｳｾﾝ		東横商船株式会社 トウヨコ ショウセン カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤク カイチョウ		回漕 カイソウ

		11		執行会員 シッコウカイイン		坂田　薫 サカタ カオル		ｼﾗﾄﾘ		白鳥運輸株式会社 シラトリ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		執行会員 シッコウカイイン		飯泉勝也 イイズミ カツヤ		ｽｽﾞｴｸﾞﾐ		株式会社鈴江組 カブシキガイシャ スズエ クミ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ﾌｼﾞｷｷｷﾞｮｳ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		14		執行会員 シッコウカイイン		酒井裕介 サカイ ユウスケ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｻ		横浜港湾作業株式会社 ヨコハマ コウワン サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		執行会員 シッコウカイイン		石黒明博 イシグロ メイ ヒロシ		ﾒｲｾｲ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		海貨 カイ

		16		執行会員 シッコウカイイン		矢吹欣一郎 ヤブキ キンイチロウ		ﾔﾌﾞｷｶｲｳﾝ		矢吹海運株式会社 ヤブキ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		17		執行会員 シッコウカイイン		平木基仁 ヒラキ モトヒト		ｾﾞﾝﾆｯｹﾝ		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパンシャダンホウジン ゼン ニチ ヨコハマ シブ		執行役員横浜支部長 シッコウヤクイン ヨコハマシブチョウ		検数検定 ケンスウケンテイ

		18		執行会員 シッコウカイイン		長谷川　元 ハセガワ モト		ﾀﾞｲｲﾁｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		第一船舶企業株式会社 ダイイチセンパクキギョウカ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		港荷協 ミナト

		19		執行会員 シッコウカイイン		島　憲蔵 シマ ケンゾウ		ﾐｼﾏｾﾝﾊﾟｸ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		20		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸太 フジキ コウタ		ﾐﾅﾄ		株式会社みなと輸送 カ ユソウ		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		21		執行会員 シッコウカイイン		山下　晃 ヤマシタ アキラ		ﾖｺﾊﾏｺｳｶﾝﾚﾝ		横浜港運関連事業協同組合 ヨ		理事長 リジチョウ		関連 カンレン

		22		執行会員 シッコウカイイン		鈴木　武 スズキ タケシ		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｰﾀﾙ		ジャパントータルサービス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		ワッチ

		23		執行会員 シッコウカイイン		粟竹俊幸 アワタケ トシユキ		ﾆﾎﾝｹｲﾋﾞ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		ワッチ





一般会員

		一般会員 イッパン カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		一般会員 イッパン カイイン		執行　茂 シギョウ シゲル		ｱｵﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ		青葉興業株式会社 アオバ コウギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		2		一般会員 イッパン カイイン		小熊佳司 コグマ ケイジ		ｱｽﾞﾏｶｲｳﾝ		東海運株式会社　京浜事業部 アズマ カイウン カブシキガイシャ ケイヒン ジギョウ ブ		取締役執行役員事業部長 トリシマリヤク シッコウヤクイン ジギョウ ブチョウ		エゼント

		3		一般会員 イッパン カイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ｱｽﾞﾏｷｷﾞｮｳ		東企業株式会社 アズマ キギョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		4		一般会員 イッパン カイイン		阿部一男 アベ カズオ		ｱﾍﾞｼｮｳｶｲ		株式会社阿部商会 カブシキガイシャ アベ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		5		一般会員 イッパン カイイン		石綿　勲 イシワタ イサオ		ｲｼﾜﾀ		株式会社イシワタ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		6		一般会員 イッパン カイイン		泉　護 イズミ マモル		ｲｽﾞﾐｷｷﾞｮｳ		泉企業株式会社 イズミ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		7		一般会員 イッパン カイイン		小川　宏 オガワ ヒロシ		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		株式会社宇徳 カブシキガイシャ ウトク		専務取締役 センム トリシマリヤク		エゼント

		8		一般会員 イッパン カイイン		小嶋　茂 コジマ シゲル		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		宇徳港運株式会社 ウトク コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		9		一般会員 イッパン カイイン		高木　宏 タカギ ヒロシ		ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ		オールジャパンサービス株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		10		一般会員 イッパン カイイン		多田和也 タダ カズナリ		ｶﾐｸﾞﾐ		株式会社上組　横浜支店 カブシキガイシャ カミクミ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		11		一般会員 イッパン カイイン		渡部吉隆 ワタベ キツ タカシ		ｶﾝﾄｳｶｲﾘｸｷ		関東海陸企業株式会社 カントウ カイリク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		一般会員 イッパン カイイン		中川一成 ナカガワ カズナリ		ｶﾝﾄｳｹｲﾋﾞ		関東警備株式会社 カントウ ケイビ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		13		一般会員 イッパン カイイン		田端　肇 タバタ ハジメ		ｶﾝﾄｳｺｳｳﾝ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 コウ

		14		一般会員 イッパン カイイン		北川剛司 キタガワ タケシ		ｷﾀｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ		北川商事株式会社 キタガワ ショウジ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		15		一般会員 イッパン カイイン		山下　晃 ヤマシタ アキラ		ｷﾝｺｳｾﾝﾊﾟｸ		金港船舶作業株式会社 キンコウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		16		一般会員 イッパン カイイン		花島孝明 ハナジマ タカアキ		ｸｽﾊﾗﾕｿｳ		楠原輸送株式会社 クスハラ ユソウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		17		一般会員 イッパン カイイン		筒井章太 ツツイ アキラ タ		ｹｲﾋﾝ		ケイヒン株式会社 カ		取締役営業統轄部長 トリシマリヤク エイギョウ トウカツ ブチョウ		エゼント

		18		一般会員 イッパン カイイン		米山慎太郎 ヨネヤマ シンタロウ		ｹｲﾋﾝｶｰｺﾞ		京浜カーゴサービス株式会社 ケイヒン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		19		一般会員 イッパン カイイン		木村　劭 キムラ ツトム		ｹｲﾋﾝｾﾝｶｾｲﾋﾞ		京浜船貨整備株式会社 ケイヒン フネ カ セイビ カブシキガイシャ		代表取締役		関連 カンレン

		20		一般会員 イッパン カイイン		松木　修 マツキ オサム		ｺｳｴｲｻｷﾞｮｳ		港栄作業株式会社 ミナト サカエ サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		21		一般会員 イッパン カイイン		又井　哲 マタイ テツ		ｺｸｻｲｴｱﾛ		コクサイエアロマリン株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		22		一般会員 イッパン カイイン		小林義和 コバヤシ ヨシカズ		ｺﾊﾞﾔｼｴﾝﾀ		株式会社小林エンタープライズ カブシキガイシャ コバヤシ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		23		一般会員 イッパン カイイン		鈴木　稔 スズキ ミノル		ｻｶﾞﾐｳﾝﾕ		相模運輸倉庫株式会社 サガミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		24		一般会員 イッパン カイイン		喜多川　洋 キタガワ ヒロシ		ｻｶﾞﾐｾﾝﾊﾟｸ		相模船舶作業株式会社 サガミ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		25		一般会員 イッパン カイイン		笹田照近 ササダ テルチカ		ｻｻﾀﾞｸﾞﾐ		株式会社笹田組 カブシキガイシャ ササダ グミ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		26		一般会員 イッパン カイイン		佐藤　彰 サトウ アキラ		ｻﾄｳｾﾝﾊﾟｸ		株式会社佐藤船舶 カブシキガイシャ サトウ センパク		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		27		一般会員 イッパン カイイン		奥田幸治 オクダ ユキハル		ｻﾝｷｭｳ		山九株式会社　横浜支店 サンキュウ カブシキガイシャ ヨコハマシテン		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		28		一般会員 イッパン カイイン		瀨戸真明 セ コ マコト アキラ		ｻﾝｷｭｳｶｲﾘｸ		株式会社山九海陸 カブシキガイシャ サンキュウ カイリク		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		一般会員 イッパン カイイン		海宝　明 カイホウ アキラ		ｻﾝｺｳｺｳｻﾝ		三工興産株式会社 ミ コウ コウサン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		30		一般会員 イッパン カイイン		樋口　洋 ヒグチ ヨウ		ｻﾝﾕｰ		株式会社サンユー カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		31		一般会員 イッパン カイイン		川村順三 カワムラ ジュンゾウ		ｻﾝﾖｳﾀｰﾐﾅﾙ		三洋ターミナルサービス株式会社 サンヨウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		32		一般会員 イッパン カイイン		河原隆夫 カワハラ タカオ		ｻﾝﾜｷｷﾞｮｳ		有限会社三和企業 ユウゲンガイシャ サンワ キギョウ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		33		一般会員 イッパン カイイン		石井啓志 イシイ ケイシ		ｼﾌﾞｻﾜｿｳｺ		澁澤倉庫株式会社　横浜支店 シブサワ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		上級執行役員横浜支店長 ジョウキュウ シッコウ ヤクイン ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		34		一般会員 イッパン カイイン		下村和宏 シモムラ カズヒロ		ｼﾓﾑﾗｴﾝﾀｰ		株式会社下村エンタープライセス カブシキガイシャ シモムラ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		35		一般会員 イッパン カイイン		五藤義道 ゴトウ ヨシミチ		ｼｮｳﾅﾝｷｷﾞｮｳ		湘南企業株式会社 ショウナン キギョウ カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		36		一般会員 イッパン カイイン		權藤昭司 ゴンドウ アキラ ツカサ		ｼﾝｹﾝ		株式会社シンケン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		検数 ケンスウ

		37		一般会員 イッパン カイイン		髙山秀一 タカヤマ シュウイチ		ｽｽﾞﾖｼﾝﾜ		鈴与シンワ物流株式会社 スズヨ ブツリュウ カブシキガイシャ		代表取締役社長		エゼント

		38		一般会員 イッパン カイイン		青野浩司		ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾅｰ		株式会社ストリームライナー カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		39		一般会員 イッパン カイイン		大田晃正 オオタ ノボル セイ		ｽﾐﾄﾓｿｳｺ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		40		一般会員 イッパン カイイン		中川一成 ナカガワ カズナリ		ｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		船舶企業株式会社 センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		41		一般会員 イッパン カイイン		増永陽一 マスナガ ヨウイチ		ﾀﾞｲｺｳ		第工株式会社　横浜支店 ダイ コウ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		42		一般会員 イッパン カイイン		安田　靖 ヤスダ ヤスシ		ﾀﾞｲｺｸｿｳｺ		大黒倉庫株式会社 ダイコク ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		43		一般会員 イッパン カイイン		曽根好貞 ソネ ヨシサダ		ﾀﾞｲﾄｳｺｳｳﾝ		大東港運株式会社 ダイトウ コウウン カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		44		一般会員 イッパン カイイン		大久保博之 オオクボ ヒロユキ		ﾀﾞｲﾆｯｹｲ		株式会社大日警 カ ダイ ケイ		執行役員支店長 シッコウ ヤクイン シテンチョウ		ワッチ

		45		一般会員 イッパン カイイン		新倉康司 ニイクラ ヤスジ		ﾀｲﾖｳｺｳｷ		大洋港企株式会社 タイヨウ コウ キ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		46		一般会員 イッパン カイイン		城田健二郎 シロタ ケンジロウ		ﾀｲﾖｳﾏﾘｰﾝ		株式会社太洋マリーン カブシキガイシャ タイヨウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		47		一般会員 イッパン カイイン		溝江輝美 ミゾエ テルミ		ﾀﾂﾐｼｮｳｶｲ		株式会社辰巳商会 カブシキガイシャ タツミ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		48		一般会員 イッパン カイイン		西山俊彦 ニシヤマ トシヒコ		ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾄｳ		東京国際埠頭株式会社 トウキョウ コクサイ フトウ カブシキガイシャ		取締役海運支店長 トリシマリヤク カイウン シテンチョウ		エゼント

		49		一般会員 イッパン カイイン		松本　元 マツモト ゲン		ﾄｳﾖｳｾﾝﾊﾟｸ		東洋船舶作業株式会社 トウヨウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		50		一般会員 イッパン カイイン		松本祐美子 マツモト ユミコ		ﾅｲｶﾞｲｻｰﾋﾞｽ		内外サービス株式会社 ナイガイ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		51		一般会員 イッパン カイイン		中村剛喜 ナカムラ タケヨシ		ﾅｶﾑﾗﾆﾔｸ		株式会社中村荷役 カブシキガイシャ ナカムラ ニヤク		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		52		一般会員 イッパン カイイン		前山高広 マエヤマ タカヒロ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜国際輸送支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ コクサイ ユソウ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		53		一般会員 イッパン カイイン		森本辰也 モリモト タツヤ		ﾆﾎﾝｶｲｼﾞｹﾝﾃｲ		一般社団法人日本海事検定協会　横浜第二事業所 イッパン シャダン ホウジン ニホン カイジ ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ダイニ ジギョウ ジョ		横浜第二事業所長 ヨコハマ ダイニ ジギョウショ チョウ		検数 ケンスウ

		54		一般会員 イッパン カイイン		渡辺和幸 ワタナベ カズユキ		ﾆﾎﾝｶﾓﾂｹﾝｽｳｷｮｳｶｲ		一般社団法人日本貨物検数協会　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ニホン カモツ ケンスウ キョウカイ ヨコハマ シブ		支部長 シブチョウ		検数 ケンスウ

		55		一般会員 イッパン カイイン		笠原正義 カサハラ マサヨシ		ﾆﾎﾝｺｸｻｲ		日本国際輸送株式会社 ニホン コクサイ ユソウ カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント

		56		一般会員 イッパン カイイン		原田龍次郎 ハラダ リュウジロウ		ﾊﾗﾀﾞｺｳﾜﾝ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 コウ

		57		一般会員 イッパン カイイン		松方雪雄 マツカタ ユキ オス		ﾎﾝﾏ		株式会社ホンマ カ		代表取締役社長		港荷協 コウ

		58		一般会員 イッパン カイイン		岡崎裕彦 オカザキ ヒロヒコ		ﾏﾙｲｹｶｲｳﾝ		丸池海運株式会社 マル イケ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		59		一般会員 イッパン カイイン		安藤大作 アンドウ ダイサク		ﾏﾙｾﾞﾝｺｳｳﾝ		丸全港運株式会社 マルゼン コウウン カブシキガイシャ		代表取締役		港荷協 ミナト ニ キョウ

		60		一般会員 イッパン カイイン		三田　久 ミタ ヒサシ		ﾐﾀｺｳｳﾝ		三田港運株式会社 ミタ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		61		一般会員 イッパン カイイン		真砂利文 マサゴ トシフミ		ﾐﾂｲｿｳｺ		三井倉庫株式会社　関東支社　横浜支店 ミツイ ソウコ カブシキガイシャ カントウ シシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		62		一般会員 イッパン カイイン		木村宗徳 キムラ ムネノリ		ﾐﾂﾋﾞｼｿｳｺ		三菱倉庫株式会社　横浜支店 ミツビシ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		63		一般会員 イッパン カイイン		各務　毅 カク ツトム タケシ		ﾑﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ		株式会社村山商店 カブシキガイシャ ムラヤマ ショウテン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		64		一般会員 イッパン カイイン		山下晃彦 ヤマシタ アキヒコ		ﾔﾏｷ		株式会社山樹 カブシキガイシャ ヤマ イツキ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		65		一般会員 イッパン カイイン		原　洋一郎 ハラ ヨウイチロウ		ﾕﾆｴｯｸｽ		株式会社ユニエックス　NCT  カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		66		一般会員 イッパン カイイン		村上栄武 ムラカミ サカエ タケシ		ﾖｳﾎｳｷｷﾞｮｳ		洋邦企業株式会社 ヨウ ホウ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		67		一般会員 イッパン カイイン		佐藤俊哉 サトウ トシヤ		ﾖｺﾊﾏｶﾓﾂｿｳｺﾞｳ		横浜貨物綜合株式会社 ヨコハマ カモツ ソウゴウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		68		一般会員 イッパン カイイン		山本昌輝 ヤマモト マサテル		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		横浜船舶企業株式会社 ヨコハマ センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		69		一般会員 イッパン カイイン		吉岡啓二 ヨシオカ ケイジ		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｻｷﾞｮｳ		横浜船舶作業株式会社 ヨコハマ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		70		一般会員 イッパン カイイン		瀧澤　聡 タキザワ サトシ		ﾘｽｺﾑ		株式会社リスコム カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ





賛助会員

		賛助会員 サンジョ カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		賛助会員 サンジョ カイイン		木村健一 キムラ ケンイチ		ｱｻｶﾞﾐ		アサガミ株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		2		賛助会員 サンジョ カイイン		石川隆義 イシカワ タカヨシ		ｲｼｶﾜｸﾞﾐ		株式会社石川組 カブシキガイシャ イシカワ グミ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		3		賛助会員 サンジョ カイイン		原　学 ハラ マナ		ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ		インターナショナルエクスプレス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		4		賛助会員 サンジョ カイイン		中村剛喜 ナカムラ タケヨシ		ﾅｶﾑﾗﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ		株式会社ナカムラロジスティックス カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		エゼント

		5		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸三 フジキ コウゾウ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾒｶﾞ		横浜港メガターミナル株式会社 ヨコハマ コウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		6		賛助会員 サンジョ カイイン		長谷川　昭 ハセガワ アキラ		ｶﾜｷﾞｼ		株式会社川岸 カブシキガイシャ カワギシ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		7		賛助会員 サンジョ カイイン		小島信吾 コジマ シンゴ		ｷｮｳﾜｹｲｾﾝ		協和係船株式会社 キョウワ カカリ フネ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		8		賛助会員 サンジョ カイイン		飯田信太郎 イイダ シンタロウ		ｸｽﾊﾗｻｷﾞｮｳ		楠原作業株式会社 クスハラ サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		9		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸太 フジキ コウタ		ﾄｳｻﾞｲｳﾜﾔｿｳｺ		東西上屋倉庫株式会社 トウザイ ウワヤ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		10		賛助会員 サンジョ カイイン		西塚　完 ニシヅカ カン		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳｷﾐﾂ		日鉄物流君津株式会社 ニッテツ ブツリュウ キミツ カブシキガイシャ		横浜事業所長 ヨコハマ ジギョウショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		賛助会員 サンジョ カイイン		山﨑勝也 ヤマザキ カツヤ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		賛助会員 サンジョ カイイン		伊藤俊幸 イトウ トシユキ		ﾊﾞﾝﾃｯｸ		株式会社バンテック カ		港運事業部　部長 コウウン ジギョウ ブ ブチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		賛助会員 サンジョ カイイン		池田幸一 イケダ コウイチ		ﾏｴﾊﾞﾗｺｳﾜﾝ		株式会社前原港湾 カブシキガイシャ マエハラ コウワン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		14		賛助会員 サンジョ カイイン		曽我部　誠 ソガベ マコト		ﾔﾏﾀﾈ		株式会社ヤマタネ カ		常務取締役物流本部長兼関東支店長 ジョウムトリシマリヤク ブツリュウ ホンブチョウ ケン カントウ シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾆﾔｸｼﾝｺｳ		横浜港荷役振興株式会社 ヨコハマ ミナト ニヤク シンコウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		16		賛助会員 サンジョ カイイン		久保田敏之 クボタ トシユキ		ｹｲﾅﾗ		ケイナラ株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		17		賛助会員 サンジョ カイイン		須之内茂教 スノウチ シゲル キョウ		ｾｷﾉｳﾝﾕ		関野運輸株式会社 セキノ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		18		賛助会員 サンジョ カイイン		藤井　敏 フジイ サトシ		ｼﾝﾆﾎﾝｹﾝﾃｲｷｮｳｶｲ		一般社団法人新日本検定協会　横浜事業所 イッパン シャダン ホウジン シン ニホン ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ジギョウショ		横浜事業所所長 ヨコハマ ジギョウショ ショチョウ		検数 ケンスウ

		19		賛助会員 サンジョ カイイン		大宮司典夫 ダイグウジ フミオ		ﾀｶｾ		タカセ株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		20		賛助会員 サンジョ カイイン		池田貴久美 イケダ キクミ		ﾄｳｷｮｳﾎﾞｳｴｷ		東京貿易運輸株式会社 トウキョウ ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		21		賛助会員 サンジョ カイイン		半田一久 ハンダ カズヒサ		ﾄｳｻﾞｲﾆｱﾂｶｲｼｮ		株式会社東西荷扱所 カ トウザイ ニアツカイ ジョ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		22		賛助会員 サンジョ カイイン		古石吉秀 コセキ ヨシヒデ		ﾄﾅﾐｺｸｻｲ		トナミ国際物流株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		23		賛助会員 サンジョ カイイン		内田裕久 ウチダ ヒロヒサ		ﾄﾐｼﾞﾏｳﾝﾕ		富島運輸株式会社 トミシマ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		24		賛助会員 サンジョ カイイン		木島　勲 キジマ イサオ		ﾅｲｶﾞｲﾆｯﾄｳ		内外日東株式会社 ナイガイ ニットウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ





会友

		会友 カイユウ

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		会友 カイユウ		下髙原勝治 シタ ダカイ ハラ カツハル		ｱﾉｱ		株式会社アノア カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		2		会友 カイユウ		亀谷剛司 カメヤ タケシ		ｲｼｲｶｲｳﾝ		石井海運株式会社 イシイ カイウン カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		3		会友 カイユウ		照井直樹 テルイ ナオキ		ｳｼｵ		株式会社ウシオ　横浜営業所 カ ヨコハマ エイギョウショ		執行役員所長 シッコウヤクイン ショチョウ		関連 カンレン

		4		会友 カイユウ		高村　勇 タカムラ イサム		ｴｲﾌｸｾﾝﾊﾟｸ		栄福船舶株式会社 エイフク センパク カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		5		会友 カイユウ		高濱　宏 タカハマ ヒロシ		ｴｲﾜｶｲｳﾝ		永和海運株式会社 エイワ カイウン カ		専務取締役 センム トリシマリヤク		回漕 カイソウ

		6		会友 カイユウ		若松勝久 ワカマツ カツヒサ		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾘｺｰﾛｼﾞ		SBSリコーロジスティクス株式会社 カ		代表取締役社長執行役員 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ シッコウ ヤクイン		海貨 カイ

		7		会友 カイユウ		鎌田正彦 カマタ マサヒコ		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ		SBSロジコム株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		8		会友 カイユウ		中谷　弘昭 ナカタニ ヒロアキ		ｴﾇｴｽﾛｼﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ		株式会社NSロジ東日本 カ ヒガシ ニホン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		9		会友 カイユウ		屋代　健 ヤシロ ケン		ｴﾌﾗｲﾝ		F-LINE株式会社　業務本部　中日本ブロック　南関東支店 カ ギョウム ホンブ ナカニホン ミナミ カントウ シテン		支店長 シテンチョウ		海貨 カイ

		10		会友 カイユウ		大川功児生 オオカワ イサオ ジ セイ		ｵｵｶﾜｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大川回漕店 カ オオカワ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		11		会友 カイユウ		森上洋光 モリカミ ヒロミツ		ｵｵﾓﾘｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大森廻漕店　京浜支店 カブシキガイシャ オオモリ カイソウ テン ケイヒン シテン		取締役執行役員京浜支店長 トリシマリヤク シッコウ ヤクイン ケイヒン シテンチョウ		海貨 カイ

		12		会友 カイユウ		岡部八寿子 オカベ ハチ コトブキ コ		ｵｶﾍﾞｻﾝｷﾞｮｳ		岡部産業株式会社 オカベ サンギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		会友 カイユウ		高橋　毅 タカハシ ツヨシ		ｶﾝﾄｳｴｲｾﾝ		関東曳船株式会社 カントウ ヒキフネ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		14		会友 カイユウ		辻　克行 ツジ カツユキ		ｷﾀﾑﾗｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社北村回漕店 カブシキガイシャ キタムラ カイソウテン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		15		会友 カイユウ		高山天宅 タカヤマ テン タク		ｷｮｳｴｲｳﾝﾕ		協栄運輸株式会社 キョウエイ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		16		会友 カイユウ		村木重和 ムラキ シゲカズ		ｹｲﾋﾝｶｲｼﾞｮｳ		京浜海上株式会社 ケイヒン カイジョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		17		会友 カイユウ		中島立志 ナカシマ タテシ		ｹｲﾋﾝｺｸｻｲｶﾓﾂﾕｿｳ		京浜国際貨物輸送事業協同組合 ケイヒン コクサイ カモツ ユソウ ジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		18		会友 カイユウ		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		ｹｲﾋﾝﾁｸ		京浜地区運輸事業協同組合 ケイヒン チク ウンユ ジギョウ キョウドウ クミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		19		会友 カイユウ		髙田　智 タカダ サトシ		ｹｲﾋﾝﾅｲｶﾞｲﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		京浜内外フォワーディング株式会社 ケイヒン ナイガイ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		20		会友 カイユウ		矢口正光 ヤグチ マサミツ		ｹｲﾋﾝﾆﾔｸｷｷ		京浜荷役機器株式会社 ケイヒン ニヤク キキ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		21		会友 カイユウ		早川久雄 ハヤカワヒサオ		ｹｲﾋﾝﾕｼｭﾂﾆｭｳ		京浜輸出入貨物取扱事業協同組合 ケイヒン ユシュツ ニュウ カモツ トリアツカイ ジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		22		会友 カイユウ		中村真治 ナカムラ シンジ		ｺｳｼﾝｶｲｳﾝ		港進海運株式会社 ミナト シン カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		23		会友 カイユウ		大貫行文 オオヌキ イクフミ		ｺｳﾖｳｶｲｳﾝ		幸洋海運株式会社 コウヨウ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		関連 カンレン

		24		会友 カイユウ		下山泰生 シモヤマ ヤスオ		ｺｸｻｲﾌﾄｳ		国際埠頭株式会社 コクサイ フトウ カブシキガイシャ		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		25		会友 カイユウ		後藤博史 ゴトウ ヒロシ		ｺﾞﾄｳｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社後藤回漕店 カブシキガイシャ ゴトウ カイソウテン		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		26		会友 カイユウ		堤　優光 ツツミ マサミツ		ｻﾆｰﾃﾞｲｽﾞ		有限会社サニーデイズ・インターナショナル ユウゲン カイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		27		会友 カイユウ		岩井榮三 イワイ サカエ サン		ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ		株式会社三榮商會 カブシキガイシャ サン サカエ ショウカイ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		28		会友 カイユウ		深澤　充 フカザワ ミツル		ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ		産業振興株式会社　横浜物流センター サンギョウ シンコウ カブシキガイシャ ヨコハマ ブツリュウ		執行役員所長 シッコウ ヤクイン ショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		会友 カイユウ		田中　哲 タナカ テツ		ｻﾝﾗｲｽﾞｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ		サンライズオイルサービス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		30		会友 カイユウ		金子　元 カネコ ゲン		ｻﾝﾜﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		三和フォワーディング株式会社 サンワ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		31		会友 カイユウ		木村　豊 キムラ ユタカ		ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ		JFE物流株式会社 ブツリュウ カブシキガイシャ		東日本事業所副所長 ヒガシニホン ジギョウショ フクショチョウ		回漕 カイソウ

		32		会友 カイユウ		澤村　成 サワムラ シゲル		ｼﾞｪｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		株式会社ジェイトレーディング カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		33		会友 カイユウ		福原明彦 フクハラ アキヒコ		ｼﾞｪｲﾛｼﾞﾃｯｸ		J-ロジテック株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		34		会友 カイユウ		清水真由美 シミズ マユミ		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾝﾗｲﾝｽﾞ		ジャパン・バン・ラインズ株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		35		会友 カイユウ		西川　聡 ニシカワ サトシ		ｼﾝｺｳｶｲﾘｸｳﾝﾕ		新興海陸運輸株式会社 シンコウ カイリク ウンユ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		36		会友 カイユウ		石井友章 イシイ トモアキ		ｼﾝﾄｳｷｷﾞｮｳ		新東企業株式会社 シントウ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		37		会友 カイユウ		砂畑正宏 スナハタ マサヒロ		ｽﾅﾊﾀｼｮｳｶｲ		株式会社砂畑商会 カ スナハタ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		38		会友 カイユウ		福岡勝治 フクオカ カツジ		ｾﾝｼｮｳ		有限会社船松 ユウゲンガイシャ セン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		39		会友 カイユウ		岡田幸重 オカダ サチシゲ		ﾀﾞｲｲﾁｺｳｳﾝ		第一港運株式会社 ダイイチ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		40		会友 カイユウ		加藤　毅 カトウ ツヨシ		ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗﾈｯﾄ		株式会社ダイドウトランスプラネット カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		41		会友 カイユウ		小島　智 コジマ サトシ		ﾀｲﾖｳｶｲｳﾝ		大洋海運株式会社 タイヨウ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		42		会友 カイユウ		平井義久 ヒライ ヨシヒサ		ﾁｯｺｳ		株式会社築港　横浜事業部 カブシキガイシャ チクコウ ヨコハマ ジギョウ ブ		事業部長 ジギョウ ブチョウ		海貨 カイ

		43		会友 カイユウ		大西栄蔵 オオニシ エイゾウ		ﾁｭｳｶﾞｲｿｳｺ		中外倉庫運輸株式会社 チュウガイ ソウコ ウンユ カ		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		44		会友 カイユウ		原　秀樹 ハラ ヒデキ		ﾁﾖﾀﾞｷｷﾞｮｳ		株式会社千代田企業 カブシキガイシャ チヨダ キギョウ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		45		会友 カイユウ		河村龍一郎 カワムラ リュウイチロウ		ﾂﾙﾐｿｳｺ		鶴見倉庫株式会社 ツルミ ソウコ カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		46		会友 カイユウ		井手内　剛 イデ ナイ ツヨシ		ﾃｨｰｴﾙﾛｼﾞ		ＴＬロジサービス株式会社　京浜営業所 カ ケイヒン エイギョウショ		営業所長 エイギョウ ショ チョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		47		会友 カイユウ		石井晶一 イシイ ショウイチ		ﾄｳｷｮｳﾚｲﾄｳ		東京冷凍株式会社 トウキョウ レイトウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		48		会友 カイユウ		鶴﨑健司 ツルサキ ケンジ		ﾄｳｺｳﾏﾙﾗｸ		東港丸楽海運株式会社 ヒガシ ミナト マル ラク カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		49		会友 カイユウ		高畑一盛 タカハタ カズモリ		ﾄｷﾜｳﾝﾕ		常盤運輸株式会社 トキワ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		50		会友 カイユウ		髙田裕孝 タカダ ヒロタカ		ﾄｷﾜｶｲｳﾝ		常盤海運株式会社 トキワ カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		51		会友 カイユウ		西尾孝子 ニシオ タカコ		ﾄｸﾏﾂｳﾝﾕ		徳松運輸株式会社 トクマツ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		52		会友 カイユウ		伊與田博之 イ アタエ タ ヒロユキ		ﾄﾖﾂｳﾌﾞﾂﾘｭｳ		豊通物流株式会社 トヨツウ ブツリュウ カ		所長 ショチョウ		回漕 カイソウ

		53		会友 カイユウ		嶋津清仁 シマヅ キヨヒト		ﾄﾚｰﾃﾞｨｱ		トレーディア株式会社　京浜支店 カ ケイヒン シテン		取締役支店長 トリシマリヤクシテンチョウ		海貨 カイ

		54		会友 カイユウ		雲井康雄 クモイ ヤスオ		ﾆﾁｳﾝ		株式会社ニチウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		55		会友 カイユウ		齊木幸一 ヒトシイ モク コウイチ		ﾆﾁｴﾝ		日塩株式会社　横浜支店 ニチ エン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		56		会友 カイユウ		桜井美沙子 サクライ ミサコ		ﾆｯｺｳｼｮｳｳﾝ		二光商運株式会社 フタ ヒカリ ショウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		57		会友 カイユウ		廣瀨史雄 ヒロセ フミオ		ﾆｯｾｲ		株式会社日成 カブシキガイシャ ニッセイ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		58		会友 カイユウ		永坂昌三 ナガサカ ショウゾウ		ﾆﾎﾝｳﾝﾊﾟﾝｼｬ		株式会社日本運搬社 カブシキガイシャ ニホン ウンパン シャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		59		会友 カイユウ		山田　隆 ヤマダ タカシ		ﾆﾎﾝｶﾐｳﾝﾕｿｳｺ		日本紙運輸倉庫株式会社 ニホン カミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		60		会友 カイユウ		山口一雄 ヤマグチ カズオ		ﾊﾏﾖｼｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社濱吉回漕店 カ ハマ ヨシ カイソウ テン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		61		会友 カイユウ		小市良生 コイチ ヨ ウ		ﾊﾔｶﾜｳﾝﾕ		早川運輸株式会社 ハヤカワ ウンユ カブシキガイシャ		常務取締役総務部長 ジョウム トリシマリヤク ソウム ブチョウ		回漕 カイソウ

		62		会友 カイユウ		黒梅裕一 クロウメ ユウイチ		ﾋﾀﾁﾌﾞﾂﾘｭｳﾊﾞﾝ		株式会社日立物流バンテックフォワーディング カブシキガイシャ ヒタチ ブツリュウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		63		会友 カイユウ		阿部政彦 アベ マサヒコ		ﾋﾞｭｰﾃｯｸ		ビューテック株式会社　鶴見営業所 カ ツルミ エイギョウショ		所長 ショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		64		会友 カイユウ		杉山陽一 スギヤマ ヨウイチ		ﾌｼﾞｷｷﾞｮｳ		富士企業株式会社 フジ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		65		会友 カイユウ		五味大治		ﾌｼﾞｺｳｳﾝ		富士港運株式会社 フジ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		66		会友 カイユウ		渡部能徳 ワタベ ノウ トク		ﾌｼﾞﾌﾞﾂﾘｭｳ		富士物流株式会社 フジ ブツリュウ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		67		会友 カイユウ		池上　明 イケガミ アキラ		ﾌﾀﾊﾞ		株式会社二葉 カブシキガイシャ フタバ		常務執行役員 ジョウムシッコウヤクイン		回漕 カイソウ

		68		会友 カイユウ		近藤一美 コンドウ カズミ		ﾎｯｶｲｺｳｷﾞｮｳ		北海港業株式会社 ホッカイ コウ ギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		69		会友 カイユウ		富田泰史 トミタ ヤスフミ		ﾏｺﾄﾎﾞｳｴｷ		誠貿易運輸株式会社 マコト ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		70		会友 カイユウ		松本佳恵 マツモト ケイ メグミ		ﾏﾂｷｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社松喜回漕店 カ マツキ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		71		会友 カイユウ		松田佐知子 マツダ サチコ		ﾏﾂﾀﾞ		有限会社松田 ユウゲンガイシャ マツダ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		72		会友 カイユウ		後関　修 ゴセキ オサム		ﾏﾙｶ		株式会社丸嘉 カブシキガイシャ マル カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		73		会友 カイユウ		小貫　勝 オヌキ マサル		ﾏﾙｼﾝ		株式会社丸新 カブシキガイシャ マルシン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		74		会友 カイユウ		石井洋太 イシイ ヨウタ		ﾏﾙﾀﾂｶｲｳﾝ		丸辰海運株式会社 マルタツ カイウン カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		75		会友 カイユウ		難波武弘 ナンバ タケヒロ		ﾏﾙﾊﾁｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社丸八回漕店 カ マルハチ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		76		会友 カイユウ		吉田良太 ヨシダ リョウタ		ﾐﾅﾄｴｲｾﾝﾃﾝ		有限会社港曳船店 ユウゲンガイシャ ミナト ヒキフネ ミセ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		77		会友 カイユウ		飯塚和夫 イイヅカ カズオ		ﾒｲｺｳｳﾝﾕ		明港運輸株式会社 アキラ ミナト ウンユ カ		取締役会長 トリシマリヤク カイチョウ		回漕 カイソウ

		78		会友 カイユウ		髙橋宏之 タカハシ ヒロユキ		ﾒｲﾊﾝｾﾝﾊﾟｸ		名阪船舶株式会社 メイハン センパク カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		79		会友 カイユウ		諸星重文 モロホシ シゲフミ		ﾓﾛﾎｼﾌﾚｲﾃｲｼﾞ		株式会社モロホシフレイテイジ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		80		会友 カイユウ		野山宜哲 ノヤマ ヨロ テツ		ﾔｴｽｶｲｳﾝ		八洲海運株式会社 ヤシマ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		81		会友 カイユウ		矢口正光 ヤグチ マサミツ		ﾔｸﾞﾁｼｮｳｼﾞ		有限会社矢口商事 ユウゲンガイシャ ヤグチショウジ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		82		会友 カイユウ		大内雅史 オオウチ マサフミ		ﾔｽﾀﾞﾜｰｸｽ		株式会社ヤスダワークス カ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		83		会友 カイユウ		和田貴弘 ワダ タカヒロ		ﾔﾅﾝ		株式会社八楠 カ ヤナン		横浜事業部長代行 ヨコハマ ジギョウブチョウ ダイコウ		回漕 カイソウ

		84		会友 カイユウ		岸　茂之 キシ シゲユキ		ﾖｺﾊﾏｳﾝｿｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳ		横浜港湾運送事業協同組合 ヨコハマ コウ ワン ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		85		会友 カイユウ		網代勝夫 アジロ カツオ		ﾖｺﾊﾏｺｳｶｲﾊﾂｼﾞｷﾞｮｳ		横浜港開発事業株式会社 ヨコハマ コウ カイハツジギョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		86		会友 カイユウ		阿部康男 アベ ヤスオ		ﾖｺﾊﾏﾄﾐｼﾞﾏｸﾞﾐ		株式会社横浜富島組 カブシキガイシャ ヨコハマ トミシマ グミ		常務取締役 ジョウム トリシマリヤク		海貨 カイ

		87		会友 カイユウ		飯泉牧太郎 イイズミマキタロウ		ﾖｺﾊﾏﾊｼｹｳﾝｿｳ		横浜はしけ運送事業協同組合 ヨコハマ ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		88		会友 カイユウ		長内伸也 オサナイ シンヤ		ﾙｰﾌﾟ		有限会社LOOP ユウゲンガイシャ		取締役 トリシマリヤク		関連 カンレン

										＊78行目　名阪船舶は△賛助会員 ギョウメ メイハンセンパク サンジョ カイイン





その他

		その他 タ

		NO.		役名 ヤク メイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		所属 ショゾク

		1		会友 カイユウ		ｴｰﾋﾞｰｼｮｳｶｲ		有限会社エービー商会 ユウゲンガイシャ ショウカイ		関連 カンレン

		2		賛助 サンジョ		ｵｶﾓﾄﾌﾞﾂﾘｭｳ		岡本物流株式会社 オカモト ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		3		会友 カイユウ		ｷﾞﾕｳ		義勇海運株式会社 ギユウ カイウン カブシキガイシャ		海貨 ウミ

		4		会友 カイユウ		ｷｮｳｺﾞｸｳﾝﾕ		京極運輸商事株式会社 キョウゴク ウンユショウジ カブシキガイシャ		海貨 カ

		5		会友 カイユウ		ｸﾘﾊﾞﾔｼｳﾝﾕ		栗林運輸株式会社 クリバヤシ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		6		会友 カイユウ		ｹｲﾋﾝｳﾝﾕ		京浜運輸作業株式会社 ケイヒン ウンユ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		7		会友 カイユウ		ｺｳﾉｲｹ		鴻池運輸株式会社 コウノイケ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		8		会友 カイユウ		ｺｸｻｲｲｼﾀﾞ		有限会社国際石田商事 ユウゲンガイシャ コクサイ イシダ ショウジ		関連 カンレン

		9		会友 カイユウ		ｺｸｻｲｴｷ		株式会社国際エキスプレス カブシキガイシャ コクサイ		関連 カンレン

		10		会友 カイユウ		ｻｻﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ		笹田実業株式会社 ササダ ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		11		会友 カイユウ		ｻﾝｳﾝﾕ		株式会社三運輸 カブシキガイシャ サン ウンユ		関連 カンレン

		12		会友 カイユウ		ｽｶﾞﾇﾏｳﾝﾕ		菅沼運輸株式会社 スガヌマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		13		会友 カイユウ		ｽｽﾞﾖ		鈴与株式会社 スズヨ カブシキガイシャ		海貨 カ

		14		会友 カイユウ		ｾｲﾜｼﾞｭｳｷ		株式会社正和重機 カブシキガイシャ セイ ワ ジュウキ		関連 カンレン

		15		会友 カイユウ		ﾀｲｳﾝｼｮｳｶｲ		株式会社泰運商会 カブシキガイシャ タイウン ショウカイ		海貨 カ

		16		会友 カイユウ		ﾀｸﾐｷｷﾞｮｳ		有限会社匠企業 ユウゲンガイシャ タクミ キギョウ		関連 カンレン

		17		会友 カイユウ		ﾀﾂﾐｾﾝﾊﾟｸ		辰巳船舶株式会社 タツミ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		18		会友 カイユウ		ﾁｭｳﾜｼｮｳｶｲ		株式会社忠和商会 カブシキガイシャ チュウワ ショウカイ		関連 カンレン

		19		会友 カイユウ		ﾂﾙｵｶｼｮｳｶｲ		株式会社鶴岡商会 カブシキガイシャ ツルオカ ショウカイ		関連 カンレン

		20		会友 カイユウ		ﾃｲｻﾝｳﾝﾕ		帝産運輸株式会社 テイサン ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		21		会友 カイユウ		ﾄｳｶｲｶｲｳﾝ		東海海運株式会社 トウカイ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		22		会友 カイユウ		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳ		日鉄物流株式会社 ニッテツ ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		23		会友 カイユウ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝ		日本通運株式会社　海運事業支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ カイウン ジギョウ シテン		海貨 カ

		24		会友 カイユウ		ﾆﾎﾝｺｳｳﾝ		日本港運協業組合 ニホン コウ ウン キョウギョウクミアイ		海貨 カ

		25		会友 カイユウ		ﾆﾎﾝﾌﾄｳｿｳｺ		日本埠頭倉庫株式会社 ニホンフトウ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カ

		26		会友 カイユウ		ﾊﾔｶﾜｶｲﾘｸ		早川海陸輸送株式会社 ハヤカワ カイリク ユソウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		27		会友 カイユウ		ﾌｸｲ		フクイ流通サービス株式会社 リュウツウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		28		会友 カイユウ		ﾌｼﾞｷｮｳ		藤京作業株式会社 フジ キョウ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		29		会友 カイユウ		ﾍﾟｶﾞｻｽ		株式会社ペガサスグローバルエクスプレス カブシキガイシャ		海貨 カ

		30		会友 カイユウ		ﾎｯﾄｽﾀｯﾌ		有限会社ホットスタッフ ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		31		会友 カイユウ		ﾎﾘｳﾁｳﾝｿｳ		堀内運送株式会社 ホリウチ ウンソウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		32		会友 カイユウ		ﾏﾝﾈﾝﾔ		株式会社万年屋回漕店 カブシキガイシャ マンネン ヤ カイソウテン		海貨 カ

		33		会友 カイユウ		ﾐﾂｲﾌﾄｳ		三井埠頭株式会社 ミツイ フトウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		34		会友 カイユウ		ﾑｻｼﾎﾞｳｴｷ		武蔵貿易通関株式会社 ムサシ ボウエキ ツウカン カブシキガイシャ		海貨 カ

		35		会友 カイユウ		ﾔｽﾀﾞｿｳｺ		安田倉庫株式会社 ヤスダ ソウコ カ		海貨 カ

		36		会友 カイユウ		ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ		ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		37		会友 カイユウ		ﾖｺﾊﾏｶｲﾘｸ		株式会社横浜海陸商会 カ ヨコハマ カイリク ショウカイ		海貨 カ

		38		会友 カイユウ		ﾛｼﾞﾃﾑ		ロジテムインターナショナル株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		39		会友 カイユウ		ﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ		ワークサービス株式会社 カブシキガイシャ		関連 カンレン





全会員

		NO.		ﾌﾘｶﾞﾅ		社名 シャメイ

		1		ｱｵﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ		青葉興業株式会社 アオバ コウギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		2		ｱｻｶﾞﾐ		アサガミ株式会社 カ		海貨 カイ

		3		ｱｽﾞﾏｶｲｳﾝ		東海運株式会社　京浜事業部 アズマ カイウン カブシキガイシャ ケイヒン ジギョウ ブ		エゼント

		4		ｱｽﾞﾏｷｷﾞｮｳ		東企業株式会社 アズマ キギョウ カ		関連 カンレン

		5		ｱﾉｱ		株式会社アノア カ		関連 カンレン

		6		ｱﾍﾞｼｮｳｶｲ		株式会社阿部商会 カブシキガイシャ アベ ショウカイ		関連 カンレン

		7		ｲｼｲｶｲｳﾝ		石井海運株式会社 イシイ カイウン カ		回漕 カイソウ

		8		ｲｼｶﾜｸﾞﾐ		株式会社石川組 カブシキガイシャ イシカワ グミ		海貨 カイ

		9		ｲｼﾜﾀ		株式会社イシワタ カ		関連 カンレン

		10		ｲｽﾞﾐｷｷﾞｮｳ		泉企業株式会社 イズミ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ		インターナショナルエクスプレス株式会社 カ		海貨 カイ

		12		ｳｼｵ		株式会社ウシオ　横浜営業所 カ ヨコハマ エイギョウショ		関連 カンレン

		13		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		株式会社宇徳 カブシキガイシャ ウトク		エゼント

		14		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		宇徳港運株式会社 ウトク コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		ｴｲﾌｸｾﾝﾊﾟｸ		栄福船舶株式会社 エイフク センパク カ		回漕 カイソウ

		16		ｴｲﾜｶｲｳﾝ		永和海運株式会社 エイワ カイウン カ		回漕 カイソウ

		17		ｴｰﾋﾞｰｼｮｳｶｲ		有限会社エービー商会 ユウゲンガイシャ ショウカイ		関連 カンレン

		18		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾘｺｰﾛｼﾞ		SBSリコーロジスティクス株式会社 カ		海貨 カイ

		19		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ		SBSロジコム株式会社 カ		海貨 カイ

		20		ｴﾇｴｽﾛｼﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ		株式会社NSロジ東日本 カ ヒガシ ニホン		回漕 カイソウ

		21		ｴﾌﾗｲﾝ		F-LINE株式会社　業務本部　中日本ブロック　南関東支店 カ ギョウム ホンブ ナカニホン ミナミ カントウ シテン		海貨 カイ

		22		ｵｵｶﾜｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大川回漕店 カ オオカワ カイソウテン		回漕 カイソウ

		23		ｵｵﾓﾘｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大森廻漕店　京浜支店 カブシキガイシャ オオモリ カイソウ テン ケイヒン シテン		海貨 カイ

		24		ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ		オールジャパンサービス株式会社 カ		ワッチ

		25		ｵｶﾍﾞｻﾝｷﾞｮｳ		岡部産業株式会社 オカベ サンギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		26		ｵｶﾓﾄﾌﾞﾂﾘｭｳ		岡本物流株式会社 オカモト ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		27		ｶﾐｸﾞﾐ		株式会社上組　横浜支店 カブシキガイシャ カミクミ ヨコハマ シテン		エゼント

		28		ｶﾜｷﾞｼ		株式会社川岸 カブシキガイシャ カワギシ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		ｶﾝﾄｳｴｲｾﾝ		関東曳船株式会社 カントウ ヒキフネ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		30		ｶﾝﾄｳｶｲﾘｸｷ		関東海陸企業株式会社 カントウ カイリク キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		31		ｶﾝﾄｳｹｲﾋﾞ		関東警備株式会社 カントウ ケイビ カブシキガイシャ		ワッチ

		32		ｶﾝﾄｳｺｳｳﾝ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		33		ｶﾝﾄｳｻｰﾋﾞｽ		株式会社関東サービス カブシキガイシャ カントウ		関連 カンレン

		34		ｷﾀｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ		北川商事株式会社 キタガワ ショウジ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		35		ｺｳﾉｲｹ		鴻池運輸株式会社 コウノイケ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		36		ｷﾀﾑﾗｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社北村回漕店 カブシキガイシャ キタムラ カイソウテン		回漕 カイソウ

		37		ｷﾞﾕｳ		義勇海運株式会社 ギユウ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		38		ｷｮｳｴｲｳﾝﾕ		協栄運輸株式会社 キョウエイ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		39		ｷｮｳｺﾞｸｳﾝﾕ		京極運輸商事株式会社 キョウゴク ウンユショウジ カブシキガイシャ		海貨 カ

		40		ｷｮｳﾜｹｲｾﾝ		協和係船株式会社 キョウワ カカリ フネ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		41		ｷﾝｺｳｾﾝﾊﾟｸ		金港船舶作業株式会社 キンコウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		42		ｸｽﾊﾗｻｷﾞｮｳ		楠原作業株式会社 クスハラ サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		43		ｸｽﾊﾗﾕｿｳ		楠原輸送株式会社 クスハラ ユソウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		44		ｸﾘﾊﾞﾔｼｳﾝﾕ		栗林運輸株式会社 クリバヤシ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		45		ｹｲﾅﾗ		ケイナラ株式会社 カ		海貨 カイ

		46		ｹｲﾋﾝ		ケイヒン株式会社 カ		エゼント

		47		ｹｲﾋﾝｳﾝﾕ		京浜運輸作業株式会社 ケイヒン ウンユ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		48		ｹｲﾋﾝｶｰｺﾞ		京浜カーゴサービス株式会社 ケイヒン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		49		ｹｲﾋﾝｶｲｼﾞｮｳ		京浜海上株式会社 ケイヒン カイジョウ カ		回漕 カイソウ

		50		ｹｲﾋﾝｺｳｳﾝ		京濱港運株式会社 キョウ ハマ コウウン カブシキガイシャ		エゼント

		51		ｹｲﾋﾝｺｸｻｲｶﾓﾂﾕｿｳ		京浜国際貨物輸送事業協同組合 ケイヒン コクサイ カモツ ユソウ ジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		52		ｹｲﾋﾝｾﾝｶｾｲﾋﾞ		京浜船貨整備株式会社 ケイヒン フネ カ セイビ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		53		ｹｲﾋﾝﾁｸ		京浜地区運輸事業協同組合 ケイヒン チク ウンユ ジギョウ キョウドウ クミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		54		ｹｲﾋﾝﾅｲｶﾞｲﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		京浜内外フォワーディング株式会社 ケイヒン ナイガイ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		55		ｹｲﾋﾝﾆﾔｸｷｷ		京浜荷役機器株式会社 ケイヒン ニヤク キキ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		56		ｹｲﾋﾝﾕｼｭﾂﾆｭｳ		京浜輸出入貨物取扱事業協同組合 ケイヒン ユシュツ ニュウ カモツ トリアツカイ ジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		57		ｺｳｴｲｻｷﾞｮｳ		港栄作業株式会社 ミナト サカエ サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		58		ｺｳｼﾝｶｲｳﾝ		港進海運株式会社 ミナト シン カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		59		ｺｳﾖｳｶｲｳﾝ		幸洋海運株式会社 コウヨウ カイウン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		60		ｺｸｻｲｲｼﾀﾞ		有限会社国際石田商事 ユウゲンガイシャ コクサイ イシダ ショウジ		関連 カンレン

		61		ｺｸｻｲｴｱﾛ		コクサイエアロマリン株式会社 カ		海貨 カイ

		62		ｺｸｻｲﾌﾄｳ		国際埠頭株式会社 コクサイ フトウ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		63		ｺﾞｺｳｳﾝﾕ		互興運輸株式会社 ゴコウ ウンユ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		64		ｺﾞﾄｳｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社後藤回漕店 カブシキガイシャ ゴトウ カイソウテン		海貨 カイ

		65		ｺﾊﾞﾔｼｴﾝﾀ		株式会社小林エンタープライズ カブシキガイシャ コバヤシ		関連 カンレン

		66		ｻｶﾞﾐｳﾝﾕ		相模運輸倉庫株式会社 サガミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		エゼント

		67		ｻｶﾞﾐｾﾝﾊﾟｸ		相模船舶作業株式会社 サガミ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		68		ｻｻﾀﾞｸﾞﾐ		株式会社笹田組 カブシキガイシャ ササダ グミ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		69		ｻｻﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ		笹田実業株式会社 ササダ ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		70		ｻﾄｳｾﾝﾊﾟｸ		株式会社佐藤船舶 カブシキガイシャ サトウ センパク		関連 カンレン

		71		ｻﾆｰﾃﾞｲｽﾞ		有限会社サニーデイズ・インターナショナル ユウゲン カイシャ		関連 カンレン

		72		ｻﾝｳﾝﾕ		株式会社三運輸 カブシキガイシャ サン ウンユ		関連 カンレン

		73		ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ		株式会社三榮商會 カブシキガイシャ サン サカエ ショウカイ		海貨 カイ

		74		ｻﾝｷｭｳ		山九株式会社　横浜支店 サンキュウ カブシキガイシャ ヨコハマシテン		エゼント

		75		ｻﾝｷｭｳｶｲﾘｸ		株式会社山九海陸 カブシキガイシャ サンキュウ カイリク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		76		ｻﾝｷｮｳ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		エゼント

		77		ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ		産業振興株式会社　横浜物流センター サンギョウ シンコウ カブシキガイシャ ヨコハマ ブツリュウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		78		ｻﾝｺｳｺｳｻﾝ		三工興産株式会社 ミ コウ コウサン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		79		ｻﾝﾕｰ		株式会社サンユー カ		関連 カンレン

		80		ｻﾝﾖｳﾀｰﾐﾅﾙ		三洋ターミナルサービス株式会社 サンヨウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		81		ｻﾝﾗｲｽﾞｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ		サンライズオイルサービス株式会社 カ		回漕 カイソウ

		82		ｻﾝﾜｷｷﾞｮｳ		有限会社三和企業 ユウゲンガイシャ サンワ キギョウ		関連 カンレン

		83		ｻﾝﾜﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		三和フォワーディング株式会社 サンワ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		84		ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ		JFE物流株式会社 ブツリュウ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		85		ｼﾞｪｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		株式会社ジェイトレーディング カ		関連 カンレン

		86		ｼﾞｪｲﾛｼﾞﾃｯｸ		J-ロジテック株式会社 カ		回漕 カイソウ

		87		ｼﾌﾞｻﾜｿｳｺ		澁澤倉庫株式会社　横浜支店 シブサワ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		88		ｼﾓﾑﾗｴﾝﾀｰ		株式会社下村エンタープライセス カブシキガイシャ シモムラ		関連 カンレン

		89		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｰﾀﾙ		ジャパントータルサービス株式会社 カ		ワッチ

		90		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾝﾗｲﾝｽﾞ		ジャパン・バン・ラインズ株式会社 カ		海貨 カイ

		91		ｼｮｳﾅﾝｷｷﾞｮｳ		湘南企業株式会社 ショウナン キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		92		ｼﾗﾄﾘ		白鳥運輸株式会社 シラトリ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		93		ｼﾝｹﾝ		株式会社シンケン カ		検数 ケンスウ

		94		ｼﾝｺｳｶｲﾘｸｳﾝﾕ		新興海陸運輸株式会社 シンコウ カイリク ウンユ カ		回漕 カイソウ

		95		ｼﾝｺｳﾌﾄｳ		新港埠頭総合サービス株式会社 シンコウ フトウ ソウゴウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		96		ｼﾝﾄｳｷｷﾞｮｳ		新東企業株式会社 シントウ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		97		ｼﾝﾆﾎﾝｹﾝﾃｲｷｮｳｶｲ		一般社団法人新日本検定協会　横浜事業所 イッパン シャダン ホウジン シン ニホン ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ジギョウショ		検数 ケンスウ

		98		ｽｶﾞﾇﾏｳﾝﾕ		菅沼運輸株式会社 スガヌマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		99		ｽｽﾞｴｸﾞﾐ		株式会社鈴江組 カブシキガイシャ スズエ クミ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		100		ｽｽﾞｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		エゼント

		101		ｽｽﾞﾖ		鈴与株式会社 スズヨ カブシキガイシャ		海貨 カ

		102		ｽｽﾞﾖｼﾝﾜ		鈴与シンワ物流株式会社 スズヨ ブツリュウ カブシキガイシャ		エゼント

		103		ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾅｰ		株式会社ストリームライナー カ		関連 カンレン

		104		ｽﾅﾊﾀｼｮｳｶｲ		株式会社砂畑商会 カ スナハタ ショウカイ		回漕 カイソウ

		105		ｽﾐﾄﾓｿｳｺ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		エゼント

		106		ｾｲﾜｼﾞｭｳｷ		株式会社正和重機 カブシキガイシャ セイ ワ ジュウキ		関連 カンレン

		107		ｾｷﾉｳﾝﾕ		関野運輸株式会社 セキノ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		108		ｾﾝｼｮｳ		有限会社船松 ユウゲンガイシャ セン		関連 カンレン

		109		ｾﾞﾝﾆｯｹﾝ		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパンシャダンホウジン ゼン ニチ ヨコハマ シブ		検数検定 ケンスウケンテイ

		110		ｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		船舶企業株式会社 センパク キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		111		ﾀﾞｲｲﾁｺｳｳﾝ		第一港運株式会社 ダイイチ コウウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		112		ﾀﾞｲｲﾁｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		第一船舶企業株式会社 ダイイチセンパクキギョウカ		港荷協 ミナト

		113		ﾀｲｳﾝｼｮｳｶｲ		株式会社泰運商会 カブシキガイシャ タイウン ショウカイ		海貨 カ

		114		ﾀﾞｲｺｳ		第工株式会社　横浜支店 ダイ コウ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		関連 カンレン

		115		ﾀﾞｲｺｸｿｳｺ		大黒倉庫株式会社 ダイコク ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		116		ﾀﾞｲﾄｳｺｳｳﾝ		大東港運株式会社 ダイトウ コウウン カブシキガイシャ		エゼント

		117		ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗﾈｯﾄ		株式会社ダイドウトランスプラネット カ		海貨 カイ

		118		ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟ		株式会社ダイトーコーポレーション　 カ		エゼント

		119		ﾀﾞｲﾆｯｹｲ		株式会社大日警 カ ダイ ケイ		ワッチ

		120		ﾀｲﾖｳｶｲｳﾝ		大洋海運株式会社 タイヨウ カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		121		ﾀｲﾖｳｺｳｷ		大洋港企株式会社 タイヨウ コウ キ カブシキガイシャ		ワッチ

		122		ﾀｲﾖｳﾏﾘｰﾝ		株式会社太洋マリーン カブシキガイシャ タイヨウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		123		ﾀｶｾ		タカセ株式会社 カ		海貨 カイ

		124		ﾀｸﾐｷｷﾞｮｳ		有限会社匠企業 ユウゲンガイシャ タクミ キギョウ		関連 カンレン

		125		ﾀﾂﾐｼｮｳｶｲ		株式会社辰巳商会 カブシキガイシャ タツミ ショウカイ		海貨 カイ

		126		ﾀﾂﾐｾﾝﾊﾟｸ		辰巳船舶株式会社 タツミ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		127		ﾁｯｺｳ		株式会社築港　横浜事業部 カブシキガイシャ チクコウ ヨコハマ ジギョウ ブ		海貨 カイ

		128		ﾁｭｳｶﾞｲｿｳｺ		中外倉庫運輸株式会社 チュウガイ ソウコ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		129		ﾅｶﾘｸ		株式会社中陸 カブシキガイシャ ナカ リク		関連 カンレン

		130		ﾁｭｳﾜｼｮｳｶｲ		株式会社忠和商会 カブシキガイシャ チュウワ ショウカイ		関連 カンレン

		131		ﾁﾖﾀﾞｷｷﾞｮｳ		株式会社千代田企業 カブシキガイシャ チヨダ キギョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		132		ﾂﾙｵｶｼｮｳｶｲ		株式会社鶴岡商会 カブシキガイシャ ツルオカ ショウカイ		関連 カンレン

		133		ﾂﾙﾐｿｳｺ		鶴見倉庫株式会社 ツルミ ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		134		ﾃｨｰｴﾙﾛｼﾞ		ＴＬロジサービス株式会社　京浜営業所 カ ケイヒン エイギョウショ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		135		ﾃｲｻﾝｳﾝﾕ		帝産運輸株式会社 テイサン ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		136		ﾄｳｶｲｶｲｳﾝ		東海海運株式会社 トウカイ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		137		ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾄｳ		東京国際埠頭株式会社 トウキョウ コクサイ フトウ カブシキガイシャ		エゼント

		138		ﾄｳｷｮｳﾎﾞｳｴｷ		東京貿易運輸株式会社 トウキョウ ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		139		ﾄｳｷｮｳﾚｲﾄｳ		東京冷凍株式会社 トウキョウ レイトウ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		140		ﾄｳｺｳﾏﾙﾗｸ		東港丸楽海運株式会社 ヒガシ ミナト マル ラク カイウン カ		回漕 カイソウ

		141		ﾄｳｻﾞｲｳﾜﾔｿｳｺ		東西上屋倉庫株式会社 トウザイ ウワヤ ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		142		ﾄｳｻﾞｲﾆｱﾂｶｲｼｮ		株式会社東西荷扱所 カ トウザイ ニアツカイ ジョ		海貨 カイ

		143		ﾄｳｼｮｳｶｲｳﾝ		東照海運株式会社 トウショウカイウン カ		回漕 カイソウ

		144		ﾄｳｼﾝｶｲｳﾝ		東清海運株式会社 アズマ キヨシ カイウン カ		回漕 カイソウ

		145		ﾄｳﾖｳｾﾝﾊﾟｸ		東洋船舶作業株式会社 トウヨウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		146		ﾄｳﾖｺｼｮｳｾﾝ		東横商船株式会社 トウヨコ ショウセン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		147		ﾄｷﾜｳﾝﾕ		常盤運輸株式会社 トキワ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		148		ﾄｷﾜｶｲｳﾝ		常盤海運株式会社 トキワ カイウン カ		回漕 カイソウ

		149		ﾄｸﾏﾂｳﾝﾕ		徳松運輸株式会社 トクマツ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		150		ﾄﾅﾐｺｸｻｲ		トナミ国際物流株式会社 カ		海貨 カイ

		151		ﾄﾐｼﾞﾏｳﾝﾕ		富島運輸株式会社 トミシマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		152		ﾄﾖﾂｳﾌﾞﾂﾘｭｳ		豊通物流株式会社 トヨツウ ブツリュウ カ		回漕 カイソウ

		153		ﾄﾚｰﾃﾞｨｱ		トレーディア株式会社　京浜支店 カ ケイヒン シテン		海貨 カイ

		154		ﾅｲｶﾞｲｻｰﾋﾞｽ		内外サービス株式会社 ナイガイ カブシキガイシャ		ワッチ

		155		ﾅｲｶﾞｲﾆｯﾄｳ		内外日東株式会社 ナイガイ ニットウ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		156		ﾅｶﾑﾗﾆﾔｸ		株式会社中村荷役 カブシキガイシャ ナカムラ ニヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		157		ﾅｶﾑﾗﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ		株式会社ナカムラロジスティックス カ		エゼント

		158		ﾆｯｺｳｼｮｳｳﾝ		二光商運株式会社 フタ ヒカリ ショウウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		159		ﾆﾁｳﾝ		株式会社ニチウン カ		海貨 カイ

		160		ﾆﾁｴﾝ		日塩株式会社　横浜支店 ニチ エン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		161		ﾆｯｼﾝ		株式会社日新 カ ニッシン		エゼント

		162		ﾆｯｾｲ		株式会社日成 カブシキガイシャ ニッセイ		海貨 カイ

		163		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳ		日鉄物流株式会社 ニッテツ ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		164		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳｷﾐﾂ		日鉄物流君津株式会社 ニッテツ ブツリュウ キミツ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		165		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜国際輸送支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ コクサイ ユソウ シテン		エゼント

		166		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		167		ﾆﾎﾝｳﾝﾊﾟﾝｼｬ		株式会社日本運搬社 カブシキガイシャ ニホン ウンパン シャ		海貨 カイ

		168		ﾆﾎﾝｶｲｼﾞｹﾝﾃｲ		一般社団法人日本海事検定協会　横浜第二事業所 イッパン シャダン ホウジン ニホン カイジ ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ダイニ ジギョウ ジョ		検数 ケンスウ

		169		ﾆﾎﾝｶﾐｳﾝﾕｿｳｺ		日本紙運輸倉庫株式会社 ニホン カミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		170		ﾆﾎﾝｶﾓﾂｹﾝｽｳｷｮｳｶｲ		一般社団法人日本貨物検数協会　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ニホン カモツ ケンスウ キョウカイ ヨコハマ シブ		検数 ケンスウ

		171		ﾆﾎﾝｹｲﾋﾞ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カブシキガイシャ		ワッチ

		172		ﾆﾎﾝｺｳｳﾝ		日本港運協業組合 ニホン コウ ウン キョウギョウクミアイ		海貨 カ

		173		ﾆﾎﾝｺｸｻｲ		日本国際輸送株式会社 ニホン コクサイ ユソウ カ		エゼント

		174		ﾆﾎﾝﾂｳｳﾝ		日本通運株式会社　海運事業支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ カイウン ジギョウ シテン		海貨 カ

		175		ﾆﾎﾝﾌﾄｳｿｳｺ		日本埠頭倉庫株式会社 ニホンフトウ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カ

		176		ﾊﾏﾖｼｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社濱吉回漕店 カ ハマ ヨシ カイソウ テン		回漕 カイソウ

		177		ﾊﾔｶﾜｳﾝﾕ		早川運輸株式会社 ハヤカワ ウンユ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		178		ﾊﾔｶﾜｶｲﾘｸ		早川海陸輸送株式会社 ハヤカワ カイリク ユソウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		179		ﾊﾗﾀﾞｺｳﾜﾝ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		180		ﾊﾞﾝﾃｯｸ		株式会社バンテック カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		181		ﾋﾀﾁﾌﾞﾂﾘｭｳﾊﾞﾝ		株式会社日立物流バンテックフォワーディング カブシキガイシャ ヒタチ ブツリュウ		海貨 カイ

		182		ﾋﾞｭｰﾃｯｸ		ビューテック株式会社　鶴見営業所 カ ツルミ エイギョウショ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		183		ﾌｸｲ		フクイ流通サービス株式会社 リュウツウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		184		ｺｸｻｲｴｷ		株式会社国際エキスプレス カブシキガイシャ コクサイ		関連 カンレン

		185		ﾌｼﾞｷｷｷﾞｮｳ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		186		ﾌｼﾞｷｷﾞｮｳ		富士企業株式会社 フジ キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		187		ﾌｼﾞｷｮｳ		藤京作業株式会社 フジ キョウ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		188		ﾌｼﾞｺｳｳﾝ		富士港運株式会社 フジ コウウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		189		ﾌｼﾞﾌﾞﾂﾘｭｳ		富士物流株式会社 フジ ブツリュウ カ		回漕 カイソウ

		190		ﾌﾀﾊﾞ		株式会社二葉 カブシキガイシャ フタバ		回漕 カイソウ

		191		ﾍﾟｶﾞｻｽ		株式会社ペガサスグローバルエクスプレス カブシキガイシャ		海貨 カ

		192		ﾎｯｶｲｺｳｷﾞｮｳ		北海港業株式会社 ホッカイ コウ ギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		193		ﾎｯﾄｽﾀｯﾌ		有限会社ホットスタッフ ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		194		ﾎﾘｳﾁｳﾝｿｳ		堀内運送株式会社 ホリウチ ウンソウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		195		ﾎﾝﾏ		株式会社ホンマ カ		港荷協 コウ

		196		ﾏｴﾊﾞﾗｺｳﾜﾝ		株式会社前原港湾 カブシキガイシャ マエハラ コウワン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		197		ﾏｺﾄﾎﾞｳｴｷ		誠貿易運輸株式会社 マコト ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		198		ﾏﾂｷｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社松喜回漕店 カ マツキ カイソウテン		回漕 カイソウ

		199		ﾏﾂﾀﾞ		有限会社松田 ユウゲンガイシャ マツダ		関連 カンレン

		200		ﾏﾙｲｹｶｲｳﾝ		丸池海運株式会社 マル イケ カイウン カブシキガイシャ		エゼント

		201		ﾏﾙｶ		株式会社丸嘉 カブシキガイシャ マル カ		関連 カンレン

		202		ﾏﾙｼﾝ		株式会社丸新 カブシキガイシャ マルシン		海貨 カイ

		203		ﾏﾙｾﾞﾝｺｳｳﾝ		丸全港運株式会社 マルゼン コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		204		ﾏﾙｾﾞﾝｼｮｳﾜ		丸全昭和運輸株式会社 マルゼン ショウワ ウンユ カブシキガイシャ		エゼント

		205		ﾏﾙﾀﾂｶｲｳﾝ		丸辰海運株式会社 マルタツ カイウン カ		回漕 カイソウ

		206		ﾏﾙﾊﾁｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社丸八回漕店 カ マルハチ カイソウテン		回漕 カイソウ

		207		ﾏﾝﾈﾝﾔ		株式会社万年屋回漕店 カブシキガイシャ マンネン ヤ カイソウテン		海貨 カ

		208		ﾐｼﾏｾﾝﾊﾟｸ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		209		ﾐﾀｺｳｳﾝ		三田港運株式会社 ミタ コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		210		ﾐﾂｲｿｳｺ		三井倉庫株式会社　関東支社　横浜支店 ミツイ ソウコ カブシキガイシャ カントウ シシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		211		ﾐﾂｲﾌﾄｳ		三井埠頭株式会社 ミツイ フトウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		212		ﾐﾂﾋﾞｼｿｳｺ		三菱倉庫株式会社　横浜支店 ミツビシ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		213		ﾐﾅﾄ		株式会社みなと輸送 カ ユソウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		214		ﾐﾅﾄｴｲｾﾝﾃﾝ		有限会社港曳船店 ユウゲンガイシャ ミナト ヒキフネ ミセ		回漕 カイソウ

		215		ﾑｻｼﾎﾞｳｴｷ		武蔵貿易通関株式会社 ムサシ ボウエキ ツウカン カブシキガイシャ		海貨 カ

		216		ﾑﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ		株式会社村山商店 カブシキガイシャ ムラヤマ ショウテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		217		ﾒｲｺｳｳﾝﾕ		明港運輸株式会社 アキラ ミナト ウンユ カ		回漕 カイソウ

		218		ﾒｲｾｲ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		海貨 カイ

		219		ﾒｲﾊﾝｾﾝﾊﾟｸ		名阪船舶株式会社 メイハン センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		220		ﾓﾛﾎｼﾌﾚｲﾃｲｼﾞ		株式会社モロホシフレイテイジ カ		海貨 カイ

		221		ﾔｴｽｶｲｳﾝ		八洲海運株式会社 ヤシマ カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		222		ﾔｸﾞﾁｼｮｳｼﾞ		有限会社矢口商事 ユウゲンガイシャ ヤグチショウジ		関連 カンレン

		223		ﾔｽﾀﾞｿｳｺ		安田倉庫株式会社 ヤスダ ソウコ カ		海貨 カ

		224		ﾔｽﾀﾞﾜｰｸｽ		株式会社ヤスダワークス カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		225		ﾔﾅﾝ		株式会社八楠 カ ヤナン		回漕 カイソウ

		226		ﾔﾌﾞｷｶｲｳﾝ		矢吹海運株式会社 ヤブキ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		227		ﾔﾏｷ		株式会社山樹 カブシキガイシャ ヤマ イツキ		関連 カンレン

		228		ﾔﾏﾀﾈ		株式会社ヤマタネ カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		229		ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ		ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		230		ﾕﾆｴｯｸｽ		株式会社ユニエックス　NCT  カ		エゼント

		231		ﾖｳﾎｳｷｷﾞｮｳ		洋邦企業株式会社 ヨウ ホウ キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		232		ﾖｺﾊﾏｳﾝｿｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳ		横浜港湾運送事業協同組合 ヨコハマ コウ ワン ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		233		ﾖｺﾊﾏｶｲﾘｸ		株式会社横浜海陸商会 カ ヨコハマ カイリク ショウカイ		海貨 カ

		234		ﾖｺﾊﾏｶﾓﾂｿｳｺﾞｳ		横浜貨物綜合株式会社 ヨコハマ カモツ ソウゴウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		235		ﾖｺﾊﾏｺｳｶｲﾊﾂｼﾞｷﾞｮｳ		横浜港開発事業株式会社 ヨコハマ コウ カイハツジギョウ カ		回漕 カイソウ

		236		ﾖｺﾊﾏｺｳｶﾝﾚﾝ		横浜港運関連事業協同組合 ヨ		関連 カンレン

		237		ﾖｺﾊﾏｺｳﾆﾔｸｼﾝｺｳ		横浜港荷役振興株式会社 ヨコハマ ミナト ニヤク シンコウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		238		ﾖｺﾊﾏｺｳﾒｶﾞ		横浜港メガターミナル株式会社 ヨコハマ コウ カブシキガイシャ		エゼント

		239		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｼﾞ		横浜港湾実業株式会社 ヨコハマ コウ ワン ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		240		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｻ		横浜港湾作業株式会社 ヨコハマ コウワン サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		241		ﾖｺﾊﾏｻｷﾞｮｳ		横浜作業株式会社 ヨコハマ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		242		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		横浜船舶企業株式会社 ヨコハマ センパク キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		243		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｻｷﾞｮｳ		横浜船舶作業株式会社 ヨコハマ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		244		ﾖｺﾊﾏﾄﾐｼﾞﾏｸﾞﾐ		株式会社横浜富島組 カブシキガイシャ ヨコハマ トミシマ グミ		海貨 カイ

		245		ﾖｺﾊﾏﾊｼｹｳﾝｿｳ		横浜はしけ運送事業協同組合 ヨコハマ ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		246		ﾘｽｺﾑ		株式会社リスコム カ		ワッチ

		247		ﾙｰﾌﾟ		有限会社LOOP ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		248		ﾛｼﾞﾃﾑ		ロジテムインターナショナル株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		249		ﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ		ワークサービス株式会社 カブシキガイシャ		関連 カンレン
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正副会長

		正副会長 セイフク カイチョウ

		No.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		会社名 カイシャメイ		役職名 ヤクショクメイ		所属団体 ショゾクダンタイ		適要 テキ ヨウ

		1		会長 カイチョウ		藤木幸夫 フジキ ユキオ		藤木企業株式会社 フジキキギョウ カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ				発起人 ホッキニン

		2		副会長/監事 フクカイチョウ カンジ		長谷川　元 ハセガワ ゲン		第一船舶企業株式会社 ダイイチ センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウ トリシマリヤクカイチョウ		関連 カンレン		発起人 ホッキニン

		3		副会長 フクカイチョウ		鈴江孝裕 スズエ タカシ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント		発起人 ホッキニン

		4		副会長 フクカイチョウ		藤木幸太 フジキ コウタ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		5		副会長 フクカイチョウ		藤木幸三 フジキ コウゾウ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		エゼント

		6		副会長 フクカイチョウ		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		東横商船株式会社 トウヨコショウセン カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		回漕 カイソウ

		7		副会長 フクカイチョウ		田端　彰 タバタ アキラ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		8		副会長 フクカイチョウ		石黒明博 イシグロ メイ ヒロシ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		海貨 カイ

		9		副会長 フクカイチョウ		大田晃正 オオタ ノボル タダ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		10		副会長 フクカイチョウ		原田龍次郎 ハラダ リュウジロウ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		副会長 フクカイチョウ		島　憲蔵 シマ ケンゾウ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		関連 カンレン

		12		副会長 フクカイチョウ		平木基仁 ヒラキ モトヒト		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ゼン ニッケン ヨコハマ シブ		執行役員横浜支部長 シッコウ ヤクイン ヨコハマ シブ チョウ		検数検定 ケンスウ ケンテイ

		13		副会長 フクカイチョウ		粟竹俊幸 アワタケ トシユキ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ





執行会員

		執行会員 シッコウ カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		執行会員 シッコウカイイン		菅井重隆 スガイ シゲタカ		ｹｲﾋﾝｺｳｳﾝ		京濱港運株式会社 キョウ ハマ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		2		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸三 フジキ コウゾウ		ｻﾝｷｮｳ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		3		執行会員 シッコウカイイン		鈴江孝裕 スズエ タカヒロ		ｽｽﾞｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント

		4		執行会員 シッコウカイイン		野津正恒 ノヅ セイ ヒサシ		ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟ		株式会社ダイトーコーポレーション　 カ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		5		執行会員 シッコウカイイン		筒井雅洋 ツツイ マサヒロ		ﾆｯｼﾝ		株式会社日新 カ ニッシン		代表取締役社長執行役員 シッコウヤクイン		エゼント

		6		執行会員 シッコウカイイン		浅井俊之 アサイ トシユキ		ﾏﾙｾﾞﾝｼｮｳﾜ		丸全昭和運輸株式会社 マルゼン ショウワ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		エゼント

		7		執行会員 シッコウカイイン		德橋三郎 トク ハシ サブロウ		ｺﾞｺｳｳﾝﾕ		互興運輸株式会社 ゴコウ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長		回漕 カイソウ

		8		執行会員 シッコウカイイン		串田素宏 クシダ モト ヒロ		ﾄｳｼｮｳｶｲｳﾝ		東照海運株式会社 トウショウカイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		9		執行会員 シッコウカイイン		前田健一 マエダ ケンイチ		ﾄｳｼﾝｶｲｳﾝ		東清海運株式会社 アズマ キヨシ カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		10		執行会員 シッコウカイイン		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		ﾄｳﾖｺｼｮｳｾﾝ		東横商船株式会社 トウヨコ ショウセン カブシキガイシャ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤク カイチョウ		回漕 カイソウ

		11		執行会員 シッコウカイイン		坂田　薫 サカタ カオル		ｼﾗﾄﾘ		白鳥運輸株式会社 シラトリ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		執行会員 シッコウカイイン		飯泉勝也 イイズミ カツヤ		ｽｽﾞｴｸﾞﾐ		株式会社鈴江組 カブシキガイシャ スズエ クミ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ﾌｼﾞｷｷｷﾞｮｳ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		14		執行会員 シッコウカイイン		酒井裕介 サカイ ユウスケ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｻ		横浜港湾作業株式会社 ヨコハマ コウワン サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		執行会員 シッコウカイイン		石黒明博 イシグロ メイ ヒロシ		ﾒｲｾｲ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		海貨 カイ

		16		執行会員 シッコウカイイン		矢吹欣一郎 ヤブキ キンイチロウ		ﾔﾌﾞｷｶｲｳﾝ		矢吹海運株式会社 ヤブキ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		17		執行会員 シッコウカイイン		平木基仁 ヒラキ モトヒト		ｾﾞﾝﾆｯｹﾝ		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパンシャダンホウジン ゼン ニチ ヨコハマ シブ		執行役員横浜支部長 シッコウヤクイン ヨコハマシブチョウ		検数検定 ケンスウケンテイ

		18		執行会員 シッコウカイイン		長谷川　元 ハセガワ モト		ﾀﾞｲｲﾁｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		第一船舶企業株式会社 ダイイチセンパクキギョウカ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		港荷協 ミナト

		19		執行会員 シッコウカイイン		島　憲蔵 シマ ケンゾウ		ﾐｼﾏｾﾝﾊﾟｸ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		20		執行会員 シッコウカイイン		藤木幸太 フジキ コウタ		ﾐﾅﾄ		株式会社みなと輸送 カ ユソウ		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		21		執行会員 シッコウカイイン		山下　晃 ヤマシタ アキラ		ﾖｺﾊﾏｺｳｶﾝﾚﾝ		横浜港運関連事業協同組合 ヨ		理事長 リジチョウ		関連 カンレン

		22		執行会員 シッコウカイイン		鈴木　武 スズキ タケシ		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｰﾀﾙ		ジャパントータルサービス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		ワッチ

		23		執行会員 シッコウカイイン		粟竹俊幸 アワタケ トシユキ		ﾆﾎﾝｹｲﾋﾞ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		ワッチ

		24		執行会員 シッコウカイイン		水上裕之 ミナカミ ヒロユキ		ﾆﾎﾝｹｲﾋﾞ		株式会社　北見港湾総合研究所 カブシキ カイシャ キタミ コウワン ソウゴウ ケンキュウショ		代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ





一般会員

		一般会員 イッパン カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		一般会員 イッパン カイイン		執行　茂 シギョウ シゲル		ｱｵﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ		青葉興業株式会社 アオバ コウギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		2		一般会員 イッパン カイイン		小熊佳司 コグマ ケイジ		ｱｽﾞﾏｶｲｳﾝ		東海運株式会社　京浜事業部 アズマ カイウン カブシキガイシャ ケイヒン ジギョウ ブ		取締役執行役員事業部長 トリシマリヤク シッコウヤクイン ジギョウ ブチョウ		エゼント

		3		一般会員 イッパン カイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ｱｽﾞﾏｷｷﾞｮｳ		東企業株式会社 アズマ キギョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		4		一般会員 イッパン カイイン		阿部一男 アベ カズオ		ｱﾍﾞｼｮｳｶｲ		株式会社阿部商会 カブシキガイシャ アベ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		5		一般会員 イッパン カイイン		石綿　勲 イシワタ イサオ		ｲｼﾜﾀ		株式会社イシワタ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		6		一般会員 イッパン カイイン		泉　護 イズミ マモル		ｲｽﾞﾐｷｷﾞｮｳ		泉企業株式会社 イズミ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		7		一般会員 イッパン カイイン		小川　宏 オガワ ヒロシ		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		株式会社宇徳 カブシキガイシャ ウトク		専務取締役 センム トリシマリヤク		エゼント

		8		一般会員 イッパン カイイン		小嶋　茂 コジマ シゲル		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		宇徳港運株式会社 ウトク コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		9		一般会員 イッパン カイイン		高木　宏 タカギ ヒロシ		ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ		オールジャパンサービス株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		10		一般会員 イッパン カイイン		多田和也 タダ カズナリ		ｶﾐｸﾞﾐ		株式会社上組　横浜支店 カブシキガイシャ カミクミ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		11		一般会員 イッパン カイイン		渡部吉隆 ワタベ キツ タカシ		ｶﾝﾄｳｶｲﾘｸｷ		関東海陸企業株式会社 カントウ カイリク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		一般会員 イッパン カイイン		中川一成 ナカガワ カズナリ		ｶﾝﾄｳｹｲﾋﾞ		関東警備株式会社 カントウ ケイビ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		13		一般会員 イッパン カイイン		田端　肇 タバタ ハジメ		ｶﾝﾄｳｺｳｳﾝ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 コウ

		14		一般会員 イッパン カイイン		北川剛司 キタガワ タケシ		ｷﾀｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ		北川商事株式会社 キタガワ ショウジ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		15		一般会員 イッパン カイイン		山下　晃 ヤマシタ アキラ		ｷﾝｺｳｾﾝﾊﾟｸ		金港船舶作業株式会社 キンコウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		16		一般会員 イッパン カイイン		花島孝明 ハナジマ タカアキ		ｸｽﾊﾗﾕｿｳ		楠原輸送株式会社 クスハラ ユソウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		17		一般会員 イッパン カイイン		筒井章太 ツツイ アキラ タ		ｹｲﾋﾝ		ケイヒン株式会社 カ		取締役営業統轄部長 トリシマリヤク エイギョウ トウカツ ブチョウ		エゼント

		18		一般会員 イッパン カイイン		米山慎太郎 ヨネヤマ シンタロウ		ｹｲﾋﾝｶｰｺﾞ		京浜カーゴサービス株式会社 ケイヒン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		19		一般会員 イッパン カイイン		木村　劭 キムラ ツトム		ｹｲﾋﾝｾﾝｶｾｲﾋﾞ		京浜船貨整備株式会社 ケイヒン フネ カ セイビ カブシキガイシャ		代表取締役		関連 カンレン

		20		一般会員 イッパン カイイン		松木　修 マツキ オサム		ｺｳｴｲｻｷﾞｮｳ		港栄作業株式会社 ミナト サカエ サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		21		一般会員 イッパン カイイン		又井　哲 マタイ テツ		ｺｸｻｲｴｱﾛ		コクサイエアロマリン株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		22		一般会員 イッパン カイイン		小林義和 コバヤシ ヨシカズ		ｺﾊﾞﾔｼｴﾝﾀ		株式会社小林エンタープライズ カブシキガイシャ コバヤシ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		23		一般会員 イッパン カイイン		鈴木　稔 スズキ ミノル		ｻｶﾞﾐｳﾝﾕ		相模運輸倉庫株式会社 サガミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		24		一般会員 イッパン カイイン		喜多川　洋 キタガワ ヒロシ		ｻｶﾞﾐｾﾝﾊﾟｸ		相模船舶作業株式会社 サガミ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		25		一般会員 イッパン カイイン		笹田照近 ササダ テルチカ		ｻｻﾀﾞｸﾞﾐ		株式会社笹田組 カブシキガイシャ ササダ グミ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		26		一般会員 イッパン カイイン		佐藤　彰 サトウ アキラ		ｻﾄｳｾﾝﾊﾟｸ		株式会社佐藤船舶 カブシキガイシャ サトウ センパク		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		27		一般会員 イッパン カイイン		奥田幸治 オクダ ユキハル		ｻﾝｷｭｳ		山九株式会社　横浜支店 サンキュウ カブシキガイシャ ヨコハマシテン		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		28		一般会員 イッパン カイイン		瀨戸真明 セ コ マコト アキラ		ｻﾝｷｭｳｶｲﾘｸ		株式会社山九海陸 カブシキガイシャ サンキュウ カイリク		代表取締役社長		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		一般会員 イッパン カイイン		海宝　明 カイホウ アキラ		ｻﾝｺｳｺｳｻﾝ		三工興産株式会社 ミ コウ コウサン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		30		一般会員 イッパン カイイン		樋口　洋 ヒグチ ヨウ		ｻﾝﾕｰ		株式会社サンユー カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		31		一般会員 イッパン カイイン		川村順三 カワムラ ジュンゾウ		ｻﾝﾖｳﾀｰﾐﾅﾙ		三洋ターミナルサービス株式会社 サンヨウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		32		一般会員 イッパン カイイン		河原隆夫 カワハラ タカオ		ｻﾝﾜｷｷﾞｮｳ		有限会社三和企業 ユウゲンガイシャ サンワ キギョウ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		33		一般会員 イッパン カイイン		石井啓志 イシイ ケイシ		ｼﾌﾞｻﾜｿｳｺ		澁澤倉庫株式会社　横浜支店 シブサワ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		上級執行役員横浜支店長 ジョウキュウ シッコウ ヤクイン ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		34		一般会員 イッパン カイイン		下村和宏 シモムラ カズヒロ		ｼﾓﾑﾗｴﾝﾀｰ		株式会社下村エンタープライセス カブシキガイシャ シモムラ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		35		一般会員 イッパン カイイン		五藤義道 ゴトウ ヨシミチ		ｼｮｳﾅﾝｷｷﾞｮｳ		湘南企業株式会社 ショウナン キギョウ カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		36		一般会員 イッパン カイイン		權藤昭司 ゴンドウ アキラ ツカサ		ｼﾝｹﾝ		株式会社シンケン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		検数 ケンスウ

		37		一般会員 イッパン カイイン		髙山秀一 タカヤマ シュウイチ		ｽｽﾞﾖｼﾝﾜ		鈴与シンワ物流株式会社 スズヨ ブツリュウ カブシキガイシャ		代表取締役社長		エゼント

		38		一般会員 イッパン カイイン		青野浩司		ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾅｰ		株式会社ストリームライナー カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		39		一般会員 イッパン カイイン		大田晃正 オオタ ノボル セイ		ｽﾐﾄﾓｿｳｺ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		エゼント

		40		一般会員 イッパン カイイン		中川一成 ナカガワ カズナリ		ｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		船舶企業株式会社 センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		41		一般会員 イッパン カイイン		増永陽一 マスナガ ヨウイチ		ﾀﾞｲｺｳ		第工株式会社　横浜支店 ダイ コウ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		42		一般会員 イッパン カイイン		安田　靖 ヤスダ ヤスシ		ﾀﾞｲｺｸｿｳｺ		大黒倉庫株式会社 ダイコク ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		43		一般会員 イッパン カイイン		曽根好貞 ソネ ヨシサダ		ﾀﾞｲﾄｳｺｳｳﾝ		大東港運株式会社 ダイトウ コウウン カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		44		一般会員 イッパン カイイン		大久保博之 オオクボ ヒロユキ		ﾀﾞｲﾆｯｹｲ		株式会社大日警 カ ダイ ケイ		執行役員支店長 シッコウ ヤクイン シテンチョウ		ワッチ

		45		一般会員 イッパン カイイン		新倉康司 ニイクラ ヤスジ		ﾀｲﾖｳｺｳｷ		大洋港企株式会社 タイヨウ コウ キ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		46		一般会員 イッパン カイイン		城田健二郎 シロタ ケンジロウ		ﾀｲﾖｳﾏﾘｰﾝ		株式会社太洋マリーン カブシキガイシャ タイヨウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		47		一般会員 イッパン カイイン		溝江輝美 ミゾエ テルミ		ﾀﾂﾐｼｮｳｶｲ		株式会社辰巳商会 カブシキガイシャ タツミ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		48		一般会員 イッパン カイイン		西山俊彦 ニシヤマ トシヒコ		ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾄｳ		東京国際埠頭株式会社 トウキョウ コクサイ フトウ カブシキガイシャ		取締役海運支店長 トリシマリヤク カイウン シテンチョウ		エゼント

		49		一般会員 イッパン カイイン		松本　元 マツモト ゲン		ﾄｳﾖｳｾﾝﾊﾟｸ		東洋船舶作業株式会社 トウヨウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		50		一般会員 イッパン カイイン		松本祐美子 マツモト ユミコ		ﾅｲｶﾞｲｻｰﾋﾞｽ		内外サービス株式会社 ナイガイ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ

		51		一般会員 イッパン カイイン		中村剛喜 ナカムラ タケヨシ		ﾅｶﾑﾗﾆﾔｸ		株式会社中村荷役 カブシキガイシャ ナカムラ ニヤク		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		52		一般会員 イッパン カイイン		前山高広 マエヤマ タカヒロ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜国際輸送支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ コクサイ ユソウ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		53		一般会員 イッパン カイイン		森本辰也 モリモト タツヤ		ﾆﾎﾝｶｲｼﾞｹﾝﾃｲ		一般社団法人日本海事検定協会　横浜第二事業所 イッパン シャダン ホウジン ニホン カイジ ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ダイニ ジギョウ ジョ		横浜第二事業所長 ヨコハマ ダイニ ジギョウショ チョウ		検数 ケンスウ

		54		一般会員 イッパン カイイン		渡辺和幸 ワタナベ カズユキ		ﾆﾎﾝｶﾓﾂｹﾝｽｳｷｮｳｶｲ		一般社団法人日本貨物検数協会　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ニホン カモツ ケンスウ キョウカイ ヨコハマ シブ		支部長 シブチョウ		検数 ケンスウ

		55		一般会員 イッパン カイイン		笠原正義 カサハラ マサヨシ		ﾆﾎﾝｺｸｻｲ		日本国際輸送株式会社 ニホン コクサイ ユソウ カ		代表取締役会長 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウ		エゼント

		56		一般会員 イッパン カイイン		原田龍次郎 ハラダ リュウジロウ		ﾊﾗﾀﾞｺｳﾜﾝ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 コウ

		57		一般会員 イッパン カイイン		松方雪雄 マツカタ ユキ オス		ﾎﾝﾏ		株式会社ホンマ カ		代表取締役社長		港荷協 コウ

		58		一般会員 イッパン カイイン		岡崎裕彦 オカザキ ヒロヒコ		ﾏﾙｲｹｶｲｳﾝ		丸池海運株式会社 マル イケ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		59		一般会員 イッパン カイイン		安藤大作 アンドウ ダイサク		ﾏﾙｾﾞﾝｺｳｳﾝ		丸全港運株式会社 マルゼン コウウン カブシキガイシャ		代表取締役		港荷協 ミナト ニ キョウ

		60		一般会員 イッパン カイイン		三田　久 ミタ ヒサシ		ﾐﾀｺｳｳﾝ		三田港運株式会社 ミタ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		61		一般会員 イッパン カイイン		真砂利文 マサゴ トシフミ		ﾐﾂｲｿｳｺ		三井倉庫株式会社　関東支社　横浜支店 ミツイ ソウコ カブシキガイシャ カントウ シシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		62		一般会員 イッパン カイイン		木村宗徳 キムラ ムネノリ		ﾐﾂﾋﾞｼｿｳｺ		三菱倉庫株式会社　横浜支店 ミツビシ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		エゼント

		63		一般会員 イッパン カイイン		各務　毅 カク ツトム タケシ		ﾑﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ		株式会社村山商店 カブシキガイシャ ムラヤマ ショウテン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		64		一般会員 イッパン カイイン		山下晃彦 ヤマシタ アキヒコ		ﾔﾏｷ		株式会社山樹 カブシキガイシャ ヤマ イツキ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		65		一般会員 イッパン カイイン		原　洋一郎 ハラ ヨウイチロウ		ﾕﾆｴｯｸｽ		株式会社ユニエックス　NCT  カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		66		一般会員 イッパン カイイン		村上栄武 ムラカミ サカエ タケシ		ﾖｳﾎｳｷｷﾞｮｳ		洋邦企業株式会社 ヨウ ホウ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		67		一般会員 イッパン カイイン		佐藤俊哉 サトウ トシヤ		ﾖｺﾊﾏｶﾓﾂｿｳｺﾞｳ		横浜貨物綜合株式会社 ヨコハマ カモツ ソウゴウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		68		一般会員 イッパン カイイン		山本昌輝 ヤマモト マサテル		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		横浜船舶企業株式会社 ヨコハマ センパク キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		69		一般会員 イッパン カイイン		吉岡啓二 ヨシオカ ケイジ		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｻｷﾞｮｳ		横浜船舶作業株式会社 ヨコハマ センパク サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		70		一般会員 イッパン カイイン		瀧澤　聡 タキザワ サトシ		ﾘｽｺﾑ		株式会社リスコム カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		ワッチ





賛助会員

		賛助会員 サンジョ カイイン

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		賛助会員 サンジョ カイイン		木村健一 キムラ ケンイチ		ｱｻｶﾞﾐ		アサガミ株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		2		賛助会員 サンジョ カイイン		石川隆義 イシカワ タカヨシ		ｲｼｶﾜｸﾞﾐ		株式会社石川組 カブシキガイシャ イシカワ グミ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		3		賛助会員 サンジョ カイイン		原　学 ハラ マナ		ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ		インターナショナルエクスプレス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		4		賛助会員 サンジョ カイイン		中村剛喜 ナカムラ タケヨシ		ﾅｶﾑﾗﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ		株式会社ナカムラロジスティックス カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		エゼント

		5		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸三 フジキ コウゾウ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾒｶﾞ		横浜港メガターミナル株式会社 ヨコハマ コウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		エゼント

		6		賛助会員 サンジョ カイイン		長谷川　昭 ハセガワ アキラ		ｶﾜｷﾞｼ		株式会社川岸 カブシキガイシャ カワギシ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		7		賛助会員 サンジョ カイイン		小島信吾 コジマ シンゴ		ｷｮｳﾜｹｲｾﾝ		協和係船株式会社 キョウワ カカリ フネ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		8		賛助会員 サンジョ カイイン		飯田信太郎 イイダ シンタロウ		ｸｽﾊﾗｻｷﾞｮｳ		楠原作業株式会社 クスハラ サギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		9		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸太 フジキ コウタ		ﾄｳｻﾞｲｳﾜﾔｿｳｺ		東西上屋倉庫株式会社 トウザイ ウワヤ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		10		賛助会員 サンジョ カイイン		西塚　完 ニシヅカ カン		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳｷﾐﾂ		日鉄物流君津株式会社 ニッテツ ブツリュウ キミツ カブシキガイシャ		横浜事業所長 ヨコハマ ジギョウショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		賛助会員 サンジョ カイイン		山﨑勝也 ヤマザキ カツヤ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		支店長 シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		12		賛助会員 サンジョ カイイン		伊藤俊幸 イトウ トシユキ		ﾊﾞﾝﾃｯｸ		株式会社バンテック カ		港運事業部　部長 コウウン ジギョウ ブ ブチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		賛助会員 サンジョ カイイン		池田幸一 イケダ コウイチ		ﾏｴﾊﾞﾗｺｳﾜﾝ		株式会社前原港湾 カブシキガイシャ マエハラ コウワン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		14		賛助会員 サンジョ カイイン		曽我部　誠 ソガベ マコト		ﾔﾏﾀﾈ		株式会社ヤマタネ カ		常務取締役物流本部長兼関東支店長 ジョウムトリシマリヤク ブツリュウ ホンブチョウ ケン カントウ シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		賛助会員 サンジョ カイイン		藤木幸夫 フジキ ユキオ		ﾖｺﾊﾏｺｳﾆﾔｸｼﾝｺｳ		横浜港荷役振興株式会社 ヨコハマ ミナト ニヤク シンコウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		16		賛助会員 サンジョ カイイン		久保田敏之 クボタ トシユキ		ｹｲﾅﾗ		ケイナラ株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		17		賛助会員 サンジョ カイイン		須之内茂教 スノウチ シゲル キョウ		ｾｷﾉｳﾝﾕ		関野運輸株式会社 セキノ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		18		賛助会員 サンジョ カイイン		藤井　敏 フジイ サトシ		ｼﾝﾆﾎﾝｹﾝﾃｲｷｮｳｶｲ		一般社団法人新日本検定協会　横浜事業所 イッパン シャダン ホウジン シン ニホン ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ジギョウショ		横浜事業所所長 ヨコハマ ジギョウショ ショチョウ		検数 ケンスウ

		19		賛助会員 サンジョ カイイン		大宮司典夫 ダイグウジ フミオ		ﾀｶｾ		タカセ株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		20		賛助会員 サンジョ カイイン		池田貴久美 イケダ キクミ		ﾄｳｷｮｳﾎﾞｳｴｷ		東京貿易運輸株式会社 トウキョウ ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		21		賛助会員 サンジョ カイイン		半田一久 ハンダ カズヒサ		ﾄｳｻﾞｲﾆｱﾂｶｲｼｮ		株式会社東西荷扱所 カ トウザイ ニアツカイ ジョ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		22		賛助会員 サンジョ カイイン		古石吉秀 コセキ ヨシヒデ		ﾄﾅﾐｺｸｻｲ		トナミ国際物流株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		23		賛助会員 サンジョ カイイン		内田裕久 ウチダ ヒロヒサ		ﾄﾐｼﾞﾏｳﾝﾕ		富島運輸株式会社 トミシマ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		24		賛助会員 サンジョ カイイン		木島　勲 キジマ イサオ		ﾅｲｶﾞｲﾆｯﾄｳ		内外日東株式会社 ナイガイ ニットウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ





会友

		会友 カイユウ

		NO.		役名 ヤク メイ		氏名 シメイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		役職名 ヤクショクメイ		所属 ショゾク

		1		会友 カイユウ		下髙原勝治 シタ ダカイ ハラ カツハル		ｱﾉｱ		株式会社アノア カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		2		会友 カイユウ		亀谷剛司 カメヤ タケシ		ｲｼｲｶｲｳﾝ		石井海運株式会社 イシイ カイウン カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		3		会友 カイユウ		照井直樹 テルイ ナオキ		ｳｼｵ		株式会社ウシオ　横浜営業所 カ ヨコハマ エイギョウショ		執行役員所長 シッコウヤクイン ショチョウ		関連 カンレン

		4		会友 カイユウ		高村　勇 タカムラ イサム		ｴｲﾌｸｾﾝﾊﾟｸ		栄福船舶株式会社 エイフク センパク カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		5		会友 カイユウ		高濱　宏 タカハマ ヒロシ		ｴｲﾜｶｲｳﾝ		永和海運株式会社 エイワ カイウン カ		専務取締役 センム トリシマリヤク		回漕 カイソウ

		6		会友 カイユウ		若松勝久 ワカマツ カツヒサ		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾘｺｰﾛｼﾞ		SBSリコーロジスティクス株式会社 カ		代表取締役社長執行役員 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ シッコウ ヤクイン		海貨 カイ

		7		会友 カイユウ		鎌田正彦 カマタ マサヒコ		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ		SBSロジコム株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		8		会友 カイユウ		中谷　弘昭 ナカタニ ヒロアキ		ｴﾇｴｽﾛｼﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ		株式会社NSロジ東日本 カ ヒガシ ニホン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		9		会友 カイユウ		屋代　健 ヤシロ ケン		ｴﾌﾗｲﾝ		F-LINE株式会社　業務本部　中日本ブロック　南関東支店 カ ギョウム ホンブ ナカニホン ミナミ カントウ シテン		支店長 シテンチョウ		海貨 カイ

		10		会友 カイユウ		大川功児生 オオカワ イサオ ジ セイ		ｵｵｶﾜｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大川回漕店 カ オオカワ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		11		会友 カイユウ		森上洋光 モリカミ ヒロミツ		ｵｵﾓﾘｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大森廻漕店　京浜支店 カブシキガイシャ オオモリ カイソウ テン ケイヒン シテン		取締役執行役員京浜支店長 トリシマリヤク シッコウ ヤクイン ケイヒン シテンチョウ		海貨 カイ

		12		会友 カイユウ		岡部八寿子 オカベ ハチ コトブキ コ		ｵｶﾍﾞｻﾝｷﾞｮｳ		岡部産業株式会社 オカベ サンギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		13		会友 カイユウ		高橋　毅 タカハシ ツヨシ		ｶﾝﾄｳｴｲｾﾝ		関東曳船株式会社 カントウ ヒキフネ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		14		会友 カイユウ		辻　克行 ツジ カツユキ		ｷﾀﾑﾗｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社北村回漕店 カブシキガイシャ キタムラ カイソウテン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		15		会友 カイユウ		高山天宅 タカヤマ テン タク		ｷｮｳｴｲｳﾝﾕ		協栄運輸株式会社 キョウエイ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		16		会友 カイユウ		村木重和 ムラキ シゲカズ		ｹｲﾋﾝｶｲｼﾞｮｳ		京浜海上株式会社 ケイヒン カイジョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		17		会友 カイユウ		中島立志 ナカシマ タテシ		ｹｲﾋﾝｺｸｻｲｶﾓﾂﾕｿｳ		京浜国際貨物輸送事業協同組合 ケイヒン コクサイ カモツ ユソウ ジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		18		会友 カイユウ		飯泉牧太郎 イイズミ マキタロウ		ｹｲﾋﾝﾁｸ		京浜地区運輸事業協同組合 ケイヒン チク ウンユ ジギョウ キョウドウ クミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		19		会友 カイユウ		髙田　智 タカダ サトシ		ｹｲﾋﾝﾅｲｶﾞｲﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		京浜内外フォワーディング株式会社 ケイヒン ナイガイ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		20		会友 カイユウ		矢口正光 ヤグチ マサミツ		ｹｲﾋﾝﾆﾔｸｷｷ		京浜荷役機器株式会社 ケイヒン ニヤク キキ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		21		会友 カイユウ		早川久雄 ハヤカワヒサオ		ｹｲﾋﾝﾕｼｭﾂﾆｭｳ		京浜輸出入貨物取扱事業協同組合 ケイヒン ユシュツ ニュウ カモツ トリアツカイ ジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		22		会友 カイユウ		中村真治 ナカムラ シンジ		ｺｳｼﾝｶｲｳﾝ		港進海運株式会社 ミナト シン カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		23		会友 カイユウ		大貫行文 オオヌキ イクフミ		ｺｳﾖｳｶｲｳﾝ		幸洋海運株式会社 コウヨウ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		関連 カンレン

		24		会友 カイユウ		下山泰生 シモヤマ ヤスオ		ｺｸｻｲﾌﾄｳ		国際埠頭株式会社 コクサイ フトウ カブシキガイシャ		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		25		会友 カイユウ		後藤博史 ゴトウ ヒロシ		ｺﾞﾄｳｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社後藤回漕店 カブシキガイシャ ゴトウ カイソウテン		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		26		会友 カイユウ		堤　優光 ツツミ マサミツ		ｻﾆｰﾃﾞｲｽﾞ		有限会社サニーデイズ・インターナショナル ユウゲン カイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		27		会友 カイユウ		岩井榮三 イワイ サカエ サン		ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ		株式会社三榮商會 カブシキガイシャ サン サカエ ショウカイ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		28		会友 カイユウ		深澤　充 フカザワ ミツル		ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ		産業振興株式会社　横浜物流センター サンギョウ シンコウ カブシキガイシャ ヨコハマ ブツリュウ		執行役員所長 シッコウ ヤクイン ショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		会友 カイユウ		田中　哲 タナカ テツ		ｻﾝﾗｲｽﾞｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ		サンライズオイルサービス株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		30		会友 カイユウ		金子　元 カネコ ゲン		ｻﾝﾜﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		三和フォワーディング株式会社 サンワ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		31		会友 カイユウ		木村　豊 キムラ ユタカ		ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ		JFE物流株式会社 ブツリュウ カブシキガイシャ		東日本事業所副所長 ヒガシニホン ジギョウショ フクショチョウ		回漕 カイソウ

		32		会友 カイユウ		澤村　成 サワムラ シゲル		ｼﾞｪｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		株式会社ジェイトレーディング カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		33		会友 カイユウ		福原明彦 フクハラ アキヒコ		ｼﾞｪｲﾛｼﾞﾃｯｸ		J-ロジテック株式会社 カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		34		会友 カイユウ		清水真由美 シミズ マユミ		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾝﾗｲﾝｽﾞ		ジャパン・バン・ラインズ株式会社 カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		35		会友 カイユウ		西川　聡 ニシカワ サトシ		ｼﾝｺｳｶｲﾘｸｳﾝﾕ		新興海陸運輸株式会社 シンコウ カイリク ウンユ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		36		会友 カイユウ		石井友章 イシイ トモアキ		ｼﾝﾄｳｷｷﾞｮｳ		新東企業株式会社 シントウ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		37		会友 カイユウ		砂畑正宏 スナハタ マサヒロ		ｽﾅﾊﾀｼｮｳｶｲ		株式会社砂畑商会 カ スナハタ ショウカイ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		38		会友 カイユウ		福岡勝治 フクオカ カツジ		ｾﾝｼｮｳ		有限会社船松 ユウゲンガイシャ セン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		39		会友 カイユウ		岡田幸重 オカダ サチシゲ		ﾀﾞｲｲﾁｺｳｳﾝ		第一港運株式会社 ダイイチ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		40		会友 カイユウ		加藤　毅 カトウ ツヨシ		ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗﾈｯﾄ		株式会社ダイドウトランスプラネット カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		41		会友 カイユウ		小島　智 コジマ サトシ		ﾀｲﾖｳｶｲｳﾝ		大洋海運株式会社 タイヨウ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		42		会友 カイユウ		平井義久 ヒライ ヨシヒサ		ﾁｯｺｳ		株式会社築港　横浜事業部 カブシキガイシャ チクコウ ヨコハマ ジギョウ ブ		事業部長 ジギョウ ブチョウ		海貨 カイ

		43		会友 カイユウ		大西栄蔵 オオニシ エイゾウ		ﾁｭｳｶﾞｲｿｳｺ		中外倉庫運輸株式会社 チュウガイ ソウコ ウンユ カ		常務取締役 ジョウムトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		44		会友 カイユウ		原　秀樹 ハラ ヒデキ		ﾁﾖﾀﾞｷｷﾞｮｳ		株式会社千代田企業 カブシキガイシャ チヨダ キギョウ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		45		会友 カイユウ		河村龍一郎 カワムラ リュウイチロウ		ﾂﾙﾐｿｳｺ		鶴見倉庫株式会社 ツルミ ソウコ カブシキガイシャ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		46		会友 カイユウ		井手内　剛 イデ ナイ ツヨシ		ﾃｨｰｴﾙﾛｼﾞ		ＴＬロジサービス株式会社　京浜営業所 カ ケイヒン エイギョウショ		営業所長 エイギョウ ショ チョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		47		会友 カイユウ		石井晶一 イシイ ショウイチ		ﾄｳｷｮｳﾚｲﾄｳ		東京冷凍株式会社 トウキョウ レイトウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		48		会友 カイユウ		鶴﨑健司 ツルサキ ケンジ		ﾄｳｺｳﾏﾙﾗｸ		東港丸楽海運株式会社 ヒガシ ミナト マル ラク カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		49		会友 カイユウ		高畑一盛 タカハタ カズモリ		ﾄｷﾜｳﾝﾕ		常盤運輸株式会社 トキワ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		50		会友 カイユウ		髙田裕孝 タカダ ヒロタカ		ﾄｷﾜｶｲｳﾝ		常盤海運株式会社 トキワ カイウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤク シャチョウ		回漕 カイソウ

		51		会友 カイユウ		西尾孝子 ニシオ タカコ		ﾄｸﾏﾂｳﾝﾕ		徳松運輸株式会社 トクマツ ウンユ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		52		会友 カイユウ		伊與田博之 イ アタエ タ ヒロユキ		ﾄﾖﾂｳﾌﾞﾂﾘｭｳ		豊通物流株式会社 トヨツウ ブツリュウ カ		所長 ショチョウ		回漕 カイソウ

		53		会友 カイユウ		嶋津清仁 シマヅ キヨヒト		ﾄﾚｰﾃﾞｨｱ		トレーディア株式会社　京浜支店 カ ケイヒン シテン		取締役支店長 トリシマリヤクシテンチョウ		海貨 カイ

		54		会友 カイユウ		雲井康雄 クモイ ヤスオ		ﾆﾁｳﾝ		株式会社ニチウン カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		55		会友 カイユウ		齊木幸一 ヒトシイ モク コウイチ		ﾆﾁｴﾝ		日塩株式会社　横浜支店 ニチ エン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		横浜支店長 ヨコハマ シテンチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		56		会友 カイユウ		桜井美沙子 サクライ ミサコ		ﾆｯｺｳｼｮｳｳﾝ		二光商運株式会社 フタ ヒカリ ショウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		57		会友 カイユウ		廣瀨史雄 ヒロセ フミオ		ﾆｯｾｲ		株式会社日成 カブシキガイシャ ニッセイ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		58		会友 カイユウ		永坂昌三 ナガサカ ショウゾウ		ﾆﾎﾝｳﾝﾊﾟﾝｼｬ		株式会社日本運搬社 カブシキガイシャ ニホン ウンパン シャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		59		会友 カイユウ		山田　隆 ヤマダ タカシ		ﾆﾎﾝｶﾐｳﾝﾕｿｳｺ		日本紙運輸倉庫株式会社 ニホン カミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		60		会友 カイユウ		山口一雄 ヤマグチ カズオ		ﾊﾏﾖｼｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社濱吉回漕店 カ ハマ ヨシ カイソウ テン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		61		会友 カイユウ		小市良生 コイチ ヨ ウ		ﾊﾔｶﾜｳﾝﾕ		早川運輸株式会社 ハヤカワ ウンユ カブシキガイシャ		常務取締役総務部長 ジョウム トリシマリヤク ソウム ブチョウ		回漕 カイソウ

		62		会友 カイユウ		黒梅裕一 クロウメ ユウイチ		ﾋﾀﾁﾌﾞﾂﾘｭｳﾊﾞﾝ		株式会社日立物流バンテックフォワーディング カブシキガイシャ ヒタチ ブツリュウ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		63		会友 カイユウ		阿部政彦 アベ マサヒコ		ﾋﾞｭｰﾃｯｸ		ビューテック株式会社　鶴見営業所 カ ツルミ エイギョウショ		所長 ショチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		64		会友 カイユウ		杉山陽一 スギヤマ ヨウイチ		ﾌｼﾞｷｷﾞｮｳ		富士企業株式会社 フジ キギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		65		会友 カイユウ		五味大治		ﾌｼﾞｺｳｳﾝ		富士港運株式会社 フジ コウウン カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		66		会友 カイユウ		渡部能徳 ワタベ ノウ トク		ﾌｼﾞﾌﾞﾂﾘｭｳ		富士物流株式会社 フジ ブツリュウ カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		回漕 カイソウ

		67		会友 カイユウ		池上　明 イケガミ アキラ		ﾌﾀﾊﾞ		株式会社二葉 カブシキガイシャ フタバ		常務執行役員 ジョウムシッコウヤクイン		回漕 カイソウ

		68		会友 カイユウ		近藤一美 コンドウ カズミ		ﾎｯｶｲｺｳｷﾞｮｳ		北海港業株式会社 ホッカイ コウ ギョウ カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		69		会友 カイユウ		富田泰史 トミタ ヤスフミ		ﾏｺﾄﾎﾞｳｴｷ		誠貿易運輸株式会社 マコト ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		70		会友 カイユウ		松本佳恵 マツモト ケイ メグミ		ﾏﾂｷｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社松喜回漕店 カ マツキ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		71		会友 カイユウ		松田佐知子 マツダ サチコ		ﾏﾂﾀﾞ		有限会社松田 ユウゲンガイシャ マツダ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		72		会友 カイユウ		後関　修 ゴセキ オサム		ﾏﾙｶ		株式会社丸嘉 カブシキガイシャ マル カ		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		関連 カンレン

		73		会友 カイユウ		小貫　勝 オヌキ マサル		ﾏﾙｼﾝ		株式会社丸新 カブシキガイシャ マルシン		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ		海貨 カイ

		74		会友 カイユウ		石井洋太 イシイ ヨウタ		ﾏﾙﾀﾂｶｲｳﾝ		丸辰海運株式会社 マルタツ カイウン カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		75		会友 カイユウ		難波武弘 ナンバ タケヒロ		ﾏﾙﾊﾁｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社丸八回漕店 カ マルハチ カイソウテン		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		76		会友 カイユウ		吉田良太 ヨシダ リョウタ		ﾐﾅﾄｴｲｾﾝﾃﾝ		有限会社港曳船店 ユウゲンガイシャ ミナト ヒキフネ ミセ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		77		会友 カイユウ		飯塚和夫 イイヅカ カズオ		ﾒｲｺｳｳﾝﾕ		明港運輸株式会社 アキラ ミナト ウンユ カ		取締役会長 トリシマリヤク カイチョウ		回漕 カイソウ

		78		会友 カイユウ		髙橋宏之 タカハシ ヒロユキ		ﾒｲﾊﾝｾﾝﾊﾟｸ		名阪船舶株式会社 メイハン センパク カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		79		会友 カイユウ		諸星重文 モロホシ シゲフミ		ﾓﾛﾎｼﾌﾚｲﾃｲｼﾞ		株式会社モロホシフレイテイジ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		海貨 カイ

		80		会友 カイユウ		野山宜哲 ノヤマ ヨロ テツ		ﾔｴｽｶｲｳﾝ		八洲海運株式会社 ヤシマ カイウン カブシキガイシャ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		81		会友 カイユウ		矢口正光 ヤグチ マサミツ		ﾔｸﾞﾁｼｮｳｼﾞ		有限会社矢口商事 ユウゲンガイシャ ヤグチショウジ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		関連 カンレン

		82		会友 カイユウ		大内雅史 オオウチ マサフミ		ﾔｽﾀﾞﾜｰｸｽ		株式会社ヤスダワークス カ		取締役社長 トリシマリヤクシャチョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		83		会友 カイユウ		和田貴弘 ワダ タカヒロ		ﾔﾅﾝ		株式会社八楠 カ ヤナン		横浜事業部長代行 ヨコハマ ジギョウブチョウ ダイコウ		回漕 カイソウ

		84		会友 カイユウ		岸　茂之 キシ シゲユキ		ﾖｺﾊﾏｳﾝｿｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳ		横浜港湾運送事業協同組合 ヨコハマ コウ ワン ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		85		会友 カイユウ		網代勝夫 アジロ カツオ		ﾖｺﾊﾏｺｳｶｲﾊﾂｼﾞｷﾞｮｳ		横浜港開発事業株式会社 ヨコハマ コウ カイハツジギョウ カ		代表取締役 ダイヒョウトリシマリヤク		回漕 カイソウ

		86		会友 カイユウ		阿部康男 アベ ヤスオ		ﾖｺﾊﾏﾄﾐｼﾞﾏｸﾞﾐ		株式会社横浜富島組 カブシキガイシャ ヨコハマ トミシマ グミ		常務取締役 ジョウム トリシマリヤク		海貨 カイ

		87		会友 カイユウ		飯泉牧太郎 イイズミマキタロウ		ﾖｺﾊﾏﾊｼｹｳﾝｿｳ		横浜はしけ運送事業協同組合 ヨコハマ ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		理事長 リジチョウ		港事連 ミナト ゴト レン

		88		会友 カイユウ		長内伸也 オサナイ シンヤ		ﾙｰﾌﾟ		有限会社LOOP ユウゲンガイシャ		取締役 トリシマリヤク		関連 カンレン

										＊78行目　名阪船舶は△賛助会員 ギョウメ メイハンセンパク サンジョ カイイン





その他

		その他 タ

		NO.		役名 ヤク メイ		フリガナ		会社名 カイシャ メイ		所属 ショゾク

		1		会友 カイユウ		ｴｰﾋﾞｰｼｮｳｶｲ		有限会社エービー商会 ユウゲンガイシャ ショウカイ		関連 カンレン

		2		賛助 サンジョ		ｵｶﾓﾄﾌﾞﾂﾘｭｳ		岡本物流株式会社 オカモト ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		3		会友 カイユウ		ｷﾞﾕｳ		義勇海運株式会社 ギユウ カイウン カブシキガイシャ		海貨 ウミ

		4		会友 カイユウ		ｷｮｳｺﾞｸｳﾝﾕ		京極運輸商事株式会社 キョウゴク ウンユショウジ カブシキガイシャ		海貨 カ

		5		会友 カイユウ		ｸﾘﾊﾞﾔｼｳﾝﾕ		栗林運輸株式会社 クリバヤシ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		6		会友 カイユウ		ｹｲﾋﾝｳﾝﾕ		京浜運輸作業株式会社 ケイヒン ウンユ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		7		会友 カイユウ		ｺｳﾉｲｹ		鴻池運輸株式会社 コウノイケ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		8		会友 カイユウ		ｺｸｻｲｲｼﾀﾞ		有限会社国際石田商事 ユウゲンガイシャ コクサイ イシダ ショウジ		関連 カンレン

		9		会友 カイユウ		ｺｸｻｲｴｷ		株式会社国際エキスプレス カブシキガイシャ コクサイ		関連 カンレン

		10		会友 カイユウ		ｻｻﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ		笹田実業株式会社 ササダ ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		11		会友 カイユウ		ｻﾝｳﾝﾕ		株式会社三運輸 カブシキガイシャ サン ウンユ		関連 カンレン

		12		会友 カイユウ		ｽｶﾞﾇﾏｳﾝﾕ		菅沼運輸株式会社 スガヌマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		13		会友 カイユウ		ｽｽﾞﾖ		鈴与株式会社 スズヨ カブシキガイシャ		海貨 カ

		14		会友 カイユウ		ｾｲﾜｼﾞｭｳｷ		株式会社正和重機 カブシキガイシャ セイ ワ ジュウキ		関連 カンレン

		15		会友 カイユウ		ﾀｲｳﾝｼｮｳｶｲ		株式会社泰運商会 カブシキガイシャ タイウン ショウカイ		海貨 カ

		16		会友 カイユウ		ﾀｸﾐｷｷﾞｮｳ		有限会社匠企業 ユウゲンガイシャ タクミ キギョウ		関連 カンレン

		17		会友 カイユウ		ﾀﾂﾐｾﾝﾊﾟｸ		辰巳船舶株式会社 タツミ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		18		会友 カイユウ		ﾁｭｳﾜｼｮｳｶｲ		株式会社忠和商会 カブシキガイシャ チュウワ ショウカイ		関連 カンレン

		19		会友 カイユウ		ﾂﾙｵｶｼｮｳｶｲ		株式会社鶴岡商会 カブシキガイシャ ツルオカ ショウカイ		関連 カンレン

		20		会友 カイユウ		ﾃｲｻﾝｳﾝﾕ		帝産運輸株式会社 テイサン ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		21		会友 カイユウ		ﾄｳｶｲｶｲｳﾝ		東海海運株式会社 トウカイ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		22		会友 カイユウ		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳ		日鉄物流株式会社 ニッテツ ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		23		会友 カイユウ		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝ		日本通運株式会社　海運事業支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ カイウン ジギョウ シテン		海貨 カ

		24		会友 カイユウ		ﾆﾎﾝｺｳｳﾝ		日本港運協業組合 ニホン コウ ウン キョウギョウクミアイ		海貨 カ

		25		会友 カイユウ		ﾆﾎﾝﾌﾄｳｿｳｺ		日本埠頭倉庫株式会社 ニホンフトウ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カ

		26		会友 カイユウ		ﾊﾔｶﾜｶｲﾘｸ		早川海陸輸送株式会社 ハヤカワ カイリク ユソウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		27		会友 カイユウ		ﾌｸｲ		フクイ流通サービス株式会社 リュウツウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		28		会友 カイユウ		ﾌｼﾞｷｮｳ		藤京作業株式会社 フジ キョウ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		29		会友 カイユウ		ﾍﾟｶﾞｻｽ		株式会社ペガサスグローバルエクスプレス カブシキガイシャ		海貨 カ

		30		会友 カイユウ		ﾎｯﾄｽﾀｯﾌ		有限会社ホットスタッフ ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		31		会友 カイユウ		ﾎﾘｳﾁｳﾝｿｳ		堀内運送株式会社 ホリウチ ウンソウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		32		会友 カイユウ		ﾏﾝﾈﾝﾔ		株式会社万年屋回漕店 カブシキガイシャ マンネン ヤ カイソウテン		海貨 カ

		33		会友 カイユウ		ﾐﾂｲﾌﾄｳ		三井埠頭株式会社 ミツイ フトウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		34		会友 カイユウ		ﾑｻｼﾎﾞｳｴｷ		武蔵貿易通関株式会社 ムサシ ボウエキ ツウカン カブシキガイシャ		海貨 カ

		35		会友 カイユウ		ﾔｽﾀﾞｿｳｺ		安田倉庫株式会社 ヤスダ ソウコ カ		海貨 カ

		36		会友 カイユウ		ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ		ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		37		会友 カイユウ		ﾖｺﾊﾏｶｲﾘｸ		株式会社横浜海陸商会 カ ヨコハマ カイリク ショウカイ		海貨 カ

		38		会友 カイユウ		ﾛｼﾞﾃﾑ		ロジテムインターナショナル株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		39		会友 カイユウ		ﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ		ワークサービス株式会社 カブシキガイシャ		関連 カンレン





全会員

		NO.		ﾌﾘｶﾞﾅ		社名 シャメイ

		1		ｱｵﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ		青葉興業株式会社 アオバ コウギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		2		ｱｻｶﾞﾐ		アサガミ株式会社 カ		海貨 カイ

		3		ｱｽﾞﾏｶｲｳﾝ		東海運株式会社　京浜事業部 アズマ カイウン カブシキガイシャ ケイヒン ジギョウ ブ		エゼント

		4		ｱｽﾞﾏｷｷﾞｮｳ		東企業株式会社 アズマ キギョウ カ		関連 カンレン

		5		ｱﾉｱ		株式会社アノア カ		関連 カンレン

		6		ｱﾍﾞｼｮｳｶｲ		株式会社阿部商会 カブシキガイシャ アベ ショウカイ		関連 カンレン

		7		ｲｼｲｶｲｳﾝ		石井海運株式会社 イシイ カイウン カ		回漕 カイソウ

		8		ｲｼｶﾜｸﾞﾐ		株式会社石川組 カブシキガイシャ イシカワ グミ		海貨 カイ

		9		ｲｼﾜﾀ		株式会社イシワタ カ		関連 カンレン

		10		ｲｽﾞﾐｷｷﾞｮｳ		泉企業株式会社 イズミ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		11		ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ		インターナショナルエクスプレス株式会社 カ		海貨 カイ

		12		ｳｼｵ		株式会社ウシオ　横浜営業所 カ ヨコハマ エイギョウショ		関連 カンレン

		13		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		株式会社宇徳 カブシキガイシャ ウトク		エゼント

		14		ｳﾄｸｺｳｳﾝ		宇徳港運株式会社 ウトク コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		15		ｴｲﾌｸｾﾝﾊﾟｸ		栄福船舶株式会社 エイフク センパク カ		回漕 カイソウ

		16		ｴｲﾜｶｲｳﾝ		永和海運株式会社 エイワ カイウン カ		回漕 カイソウ

		17		ｴｰﾋﾞｰｼｮｳｶｲ		有限会社エービー商会 ユウゲンガイシャ ショウカイ		関連 カンレン

		18		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾘｺｰﾛｼﾞ		SBSリコーロジスティクス株式会社 カ		海貨 カイ

		19		ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ		SBSロジコム株式会社 カ		海貨 カイ

		20		ｴﾇｴｽﾛｼﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ		株式会社NSロジ東日本 カ ヒガシ ニホン		回漕 カイソウ

		21		ｴﾌﾗｲﾝ		F-LINE株式会社　業務本部　中日本ブロック　南関東支店 カ ギョウム ホンブ ナカニホン ミナミ カントウ シテン		海貨 カイ

		22		ｵｵｶﾜｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大川回漕店 カ オオカワ カイソウテン		回漕 カイソウ

		23		ｵｵﾓﾘｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社大森廻漕店　京浜支店 カブシキガイシャ オオモリ カイソウ テン ケイヒン シテン		海貨 カイ

		24		ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ		オールジャパンサービス株式会社 カ		ワッチ

		25		ｵｶﾍﾞｻﾝｷﾞｮｳ		岡部産業株式会社 オカベ サンギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		26		ｵｶﾓﾄﾌﾞﾂﾘｭｳ		岡本物流株式会社 オカモト ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		27		ｶﾐｸﾞﾐ		株式会社上組　横浜支店 カブシキガイシャ カミクミ ヨコハマ シテン		エゼント

		28		ｶﾜｷﾞｼ		株式会社川岸 カブシキガイシャ カワギシ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		29		ｶﾝﾄｳｴｲｾﾝ		関東曳船株式会社 カントウ ヒキフネ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		30		ｶﾝﾄｳｶｲﾘｸｷ		関東海陸企業株式会社 カントウ カイリク キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		31		ｶﾝﾄｳｹｲﾋﾞ		関東警備株式会社 カントウ ケイビ カブシキガイシャ		ワッチ

		32		ｶﾝﾄｳｺｳｳﾝ		関東港運株式会社 カントウ コウウン カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		33		ｶﾝﾄｳｻｰﾋﾞｽ		株式会社関東サービス カブシキガイシャ カントウ		関連 カンレン

		34		ｷﾀｶﾞﾜｼｮｳｼﾞ		北川商事株式会社 キタガワ ショウジ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		35		ｺｳﾉｲｹ		鴻池運輸株式会社 コウノイケ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		36		ｷﾀﾑﾗｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社北村回漕店 カブシキガイシャ キタムラ カイソウテン		回漕 カイソウ

		37		ｷﾞﾕｳ		義勇海運株式会社 ギユウ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		38		ｷｮｳｴｲｳﾝﾕ		協栄運輸株式会社 キョウエイ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		39		ｷｮｳｺﾞｸｳﾝﾕ		京極運輸商事株式会社 キョウゴク ウンユショウジ カブシキガイシャ		海貨 カ

		40		ｷｮｳﾜｹｲｾﾝ		協和係船株式会社 キョウワ カカリ フネ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		41		ｷﾝｺｳｾﾝﾊﾟｸ		金港船舶作業株式会社 キンコウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		42		ｸｽﾊﾗｻｷﾞｮｳ		楠原作業株式会社 クスハラ サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		43		ｸｽﾊﾗﾕｿｳ		楠原輸送株式会社 クスハラ ユソウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		44		ｸﾘﾊﾞﾔｼｳﾝﾕ		栗林運輸株式会社 クリバヤシ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		45		ｹｲﾅﾗ		ケイナラ株式会社 カ		海貨 カイ

		46		ｹｲﾋﾝ		ケイヒン株式会社 カ		エゼント

		47		ｹｲﾋﾝｳﾝﾕ		京浜運輸作業株式会社 ケイヒン ウンユ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		48		ｹｲﾋﾝｶｰｺﾞ		京浜カーゴサービス株式会社 ケイヒン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		49		ｹｲﾋﾝｶｲｼﾞｮｳ		京浜海上株式会社 ケイヒン カイジョウ カ		回漕 カイソウ

		50		ｹｲﾋﾝｺｳｳﾝ		京濱港運株式会社 キョウ ハマ コウウン カブシキガイシャ		エゼント

		51		ｹｲﾋﾝｺｸｻｲｶﾓﾂﾕｿｳ		京浜国際貨物輸送事業協同組合 ケイヒン コクサイ カモツ ユソウ ジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		52		ｹｲﾋﾝｾﾝｶｾｲﾋﾞ		京浜船貨整備株式会社 ケイヒン フネ カ セイビ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		53		ｹｲﾋﾝﾁｸ		京浜地区運輸事業協同組合 ケイヒン チク ウンユ ジギョウ キョウドウ クミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		54		ｹｲﾋﾝﾅｲｶﾞｲﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		京浜内外フォワーディング株式会社 ケイヒン ナイガイ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		55		ｹｲﾋﾝﾆﾔｸｷｷ		京浜荷役機器株式会社 ケイヒン ニヤク キキ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		56		ｹｲﾋﾝﾕｼｭﾂﾆｭｳ		京浜輸出入貨物取扱事業協同組合 ケイヒン ユシュツ ニュウ カモツ トリアツカイ ジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		57		ｺｳｴｲｻｷﾞｮｳ		港栄作業株式会社 ミナト サカエ サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		58		ｺｳｼﾝｶｲｳﾝ		港進海運株式会社 ミナト シン カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		59		ｺｳﾖｳｶｲｳﾝ		幸洋海運株式会社 コウヨウ カイウン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		60		ｺｸｻｲｲｼﾀﾞ		有限会社国際石田商事 ユウゲンガイシャ コクサイ イシダ ショウジ		関連 カンレン

		61		ｺｸｻｲｴｱﾛ		コクサイエアロマリン株式会社 カ		海貨 カイ

		62		ｺｸｻｲﾌﾄｳ		国際埠頭株式会社 コクサイ フトウ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		63		ｺﾞｺｳｳﾝﾕ		互興運輸株式会社 ゴコウ ウンユ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		64		ｺﾞﾄｳｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社後藤回漕店 カブシキガイシャ ゴトウ カイソウテン		海貨 カイ

		65		ｺﾊﾞﾔｼｴﾝﾀ		株式会社小林エンタープライズ カブシキガイシャ コバヤシ		関連 カンレン

		66		ｻｶﾞﾐｳﾝﾕ		相模運輸倉庫株式会社 サガミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		エゼント

		67		ｻｶﾞﾐｾﾝﾊﾟｸ		相模船舶作業株式会社 サガミ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		68		ｻｻﾀﾞｸﾞﾐ		株式会社笹田組 カブシキガイシャ ササダ グミ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		69		ｻｻﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ		笹田実業株式会社 ササダ ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		70		ｻﾄｳｾﾝﾊﾟｸ		株式会社佐藤船舶 カブシキガイシャ サトウ センパク		関連 カンレン

		71		ｻﾆｰﾃﾞｲｽﾞ		有限会社サニーデイズ・インターナショナル ユウゲン カイシャ		関連 カンレン

		72		ｻﾝｳﾝﾕ		株式会社三運輸 カブシキガイシャ サン ウンユ		関連 カンレン

		73		ｻﾝｴｲｼｮｳｶｲ		株式会社三榮商會 カブシキガイシャ サン サカエ ショウカイ		海貨 カイ

		74		ｻﾝｷｭｳ		山九株式会社　横浜支店 サンキュウ カブシキガイシャ ヨコハマシテン		エゼント

		75		ｻﾝｷｭｳｶｲﾘｸ		株式会社山九海陸 カブシキガイシャ サンキュウ カイリク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		76		ｻﾝｷｮｳ		株式会社三協 カブシキガイシャ サンキョウ		エゼント

		77		ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ		産業振興株式会社　横浜物流センター サンギョウ シンコウ カブシキガイシャ ヨコハマ ブツリュウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		78		ｻﾝｺｳｺｳｻﾝ		三工興産株式会社 ミ コウ コウサン カブシキガイシャ		関連 カンレン

		79		ｻﾝﾕｰ		株式会社サンユー カ		関連 カンレン

		80		ｻﾝﾖｳﾀｰﾐﾅﾙ		三洋ターミナルサービス株式会社 サンヨウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		81		ｻﾝﾗｲｽﾞｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ		サンライズオイルサービス株式会社 カ		回漕 カイソウ

		82		ｻﾝﾜｷｷﾞｮｳ		有限会社三和企業 ユウゲンガイシャ サンワ キギョウ		関連 カンレン

		83		ｻﾝﾜﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		三和フォワーディング株式会社 サンワ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		84		ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ		JFE物流株式会社 ブツリュウ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		85		ｼﾞｪｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ		株式会社ジェイトレーディング カ		関連 カンレン

		86		ｼﾞｪｲﾛｼﾞﾃｯｸ		J-ロジテック株式会社 カ		回漕 カイソウ

		87		ｼﾌﾞｻﾜｿｳｺ		澁澤倉庫株式会社　横浜支店 シブサワ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		88		ｼﾓﾑﾗｴﾝﾀｰ		株式会社下村エンタープライセス カブシキガイシャ シモムラ		関連 カンレン

		89		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｰﾀﾙ		ジャパントータルサービス株式会社 カ		ワッチ

		90		ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾝﾗｲﾝｽﾞ		ジャパン・バン・ラインズ株式会社 カ		海貨 カイ

		91		ｼｮｳﾅﾝｷｷﾞｮｳ		湘南企業株式会社 ショウナン キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		92		ｼﾗﾄﾘ		白鳥運輸株式会社 シラトリ ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		93		ｼﾝｹﾝ		株式会社シンケン カ		検数 ケンスウ

		94		ｼﾝｺｳｶｲﾘｸｳﾝﾕ		新興海陸運輸株式会社 シンコウ カイリク ウンユ カ		回漕 カイソウ

		95		ｼﾝｺｳﾌﾄｳ		新港埠頭総合サービス株式会社 シンコウ フトウ ソウゴウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		96		ｼﾝﾄｳｷｷﾞｮｳ		新東企業株式会社 シントウ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		97		ｼﾝﾆﾎﾝｹﾝﾃｲｷｮｳｶｲ		一般社団法人新日本検定協会　横浜事業所 イッパン シャダン ホウジン シン ニホン ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ジギョウショ		検数 ケンスウ

		98		ｽｶﾞﾇﾏｳﾝﾕ		菅沼運輸株式会社 スガヌマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カ

		99		ｽｽﾞｴｸﾞﾐ		株式会社鈴江組 カブシキガイシャ スズエ クミ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		100		ｽｽﾞｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		鈴江コーポレーション株式会社 スズエ カブシキガイシャ		エゼント

		101		ｽｽﾞﾖ		鈴与株式会社 スズヨ カブシキガイシャ		海貨 カ

		102		ｽｽﾞﾖｼﾝﾜ		鈴与シンワ物流株式会社 スズヨ ブツリュウ カブシキガイシャ		エゼント

		103		ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾅｰ		株式会社ストリームライナー カ		関連 カンレン

		104		ｽﾅﾊﾀｼｮｳｶｲ		株式会社砂畑商会 カ スナハタ ショウカイ		回漕 カイソウ

		105		ｽﾐﾄﾓｿｳｺ		株式会社住友倉庫　 カブシキガイシャ スミトモ ソウコ		エゼント

		106		ｾｲﾜｼﾞｭｳｷ		株式会社正和重機 カブシキガイシャ セイ ワ ジュウキ		関連 カンレン

		107		ｾｷﾉｳﾝﾕ		関野運輸株式会社 セキノ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		108		ｾﾝｼｮｳ		有限会社船松 ユウゲンガイシャ セン		関連 カンレン

		109		ｾﾞﾝﾆｯｹﾝ		一般社団法人全日検　横浜支部 イッパンシャダンホウジン ゼン ニチ ヨコハマ シブ		検数検定 ケンスウケンテイ

		110		ｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		船舶企業株式会社 センパク キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		111		ﾀﾞｲｲﾁｺｳｳﾝ		第一港運株式会社 ダイイチ コウウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		112		ﾀﾞｲｲﾁｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		第一船舶企業株式会社 ダイイチセンパクキギョウカ		港荷協 ミナト

		113		ﾀｲｳﾝｼｮｳｶｲ		株式会社泰運商会 カブシキガイシャ タイウン ショウカイ		海貨 カ

		114		ﾀﾞｲｺｳ		第工株式会社　横浜支店 ダイ コウ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		関連 カンレン

		115		ﾀﾞｲｺｸｿｳｺ		大黒倉庫株式会社 ダイコク ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		116		ﾀﾞｲﾄｳｺｳｳﾝ		大東港運株式会社 ダイトウ コウウン カブシキガイシャ		エゼント

		117		ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄﾗﾝｽﾌﾟﾗﾈｯﾄ		株式会社ダイドウトランスプラネット カ		海貨 カイ

		118		ﾀﾞｲﾄｰｺｰﾎﾟ		株式会社ダイトーコーポレーション　 カ		エゼント

		119		ﾀﾞｲﾆｯｹｲ		株式会社大日警 カ ダイ ケイ		ワッチ

		120		ﾀｲﾖｳｶｲｳﾝ		大洋海運株式会社 タイヨウ カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		121		ﾀｲﾖｳｺｳｷ		大洋港企株式会社 タイヨウ コウ キ カブシキガイシャ		ワッチ

		122		ﾀｲﾖｳﾏﾘｰﾝ		株式会社太洋マリーン カブシキガイシャ タイヨウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		123		ﾀｶｾ		タカセ株式会社 カ		海貨 カイ

		124		ﾀｸﾐｷｷﾞｮｳ		有限会社匠企業 ユウゲンガイシャ タクミ キギョウ		関連 カンレン

		125		ﾀﾂﾐｼｮｳｶｲ		株式会社辰巳商会 カブシキガイシャ タツミ ショウカイ		海貨 カイ

		126		ﾀﾂﾐｾﾝﾊﾟｸ		辰巳船舶株式会社 タツミ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		127		ﾁｯｺｳ		株式会社築港　横浜事業部 カブシキガイシャ チクコウ ヨコハマ ジギョウ ブ		海貨 カイ

		128		ﾁｭｳｶﾞｲｿｳｺ		中外倉庫運輸株式会社 チュウガイ ソウコ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		129		ﾅｶﾘｸ		株式会社中陸 カブシキガイシャ ナカ リク		関連 カンレン

		130		ﾁｭｳﾜｼｮｳｶｲ		株式会社忠和商会 カブシキガイシャ チュウワ ショウカイ		関連 カンレン

		131		ﾁﾖﾀﾞｷｷﾞｮｳ		株式会社千代田企業 カブシキガイシャ チヨダ キギョウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		132		ﾂﾙｵｶｼｮｳｶｲ		株式会社鶴岡商会 カブシキガイシャ ツルオカ ショウカイ		関連 カンレン

		133		ﾂﾙﾐｿｳｺ		鶴見倉庫株式会社 ツルミ ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		134		ﾃｨｰｴﾙﾛｼﾞ		ＴＬロジサービス株式会社　京浜営業所 カ ケイヒン エイギョウショ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		135		ﾃｲｻﾝｳﾝﾕ		帝産運輸株式会社 テイサン ウンユ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		136		ﾄｳｶｲｶｲｳﾝ		東海海運株式会社 トウカイ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カ

		137		ﾄｳｷｮｳｺｸｻｲﾌﾄｳ		東京国際埠頭株式会社 トウキョウ コクサイ フトウ カブシキガイシャ		エゼント

		138		ﾄｳｷｮｳﾎﾞｳｴｷ		東京貿易運輸株式会社 トウキョウ ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		139		ﾄｳｷｮｳﾚｲﾄｳ		東京冷凍株式会社 トウキョウ レイトウ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		140		ﾄｳｺｳﾏﾙﾗｸ		東港丸楽海運株式会社 ヒガシ ミナト マル ラク カイウン カ		回漕 カイソウ

		141		ﾄｳｻﾞｲｳﾜﾔｿｳｺ		東西上屋倉庫株式会社 トウザイ ウワヤ ソウコ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		142		ﾄｳｻﾞｲﾆｱﾂｶｲｼｮ		株式会社東西荷扱所 カ トウザイ ニアツカイ ジョ		海貨 カイ

		143		ﾄｳｼｮｳｶｲｳﾝ		東照海運株式会社 トウショウカイウン カ		回漕 カイソウ

		144		ﾄｳｼﾝｶｲｳﾝ		東清海運株式会社 アズマ キヨシ カイウン カ		回漕 カイソウ

		145		ﾄｳﾖｳｾﾝﾊﾟｸ		東洋船舶作業株式会社 トウヨウ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		146		ﾄｳﾖｺｼｮｳｾﾝ		東横商船株式会社 トウヨコ ショウセン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		147		ﾄｷﾜｳﾝﾕ		常盤運輸株式会社 トキワ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		148		ﾄｷﾜｶｲｳﾝ		常盤海運株式会社 トキワ カイウン カ		回漕 カイソウ

		149		ﾄｸﾏﾂｳﾝﾕ		徳松運輸株式会社 トクマツ ウンユ カ		回漕 カイソウ

		150		ﾄﾅﾐｺｸｻｲ		トナミ国際物流株式会社 カ		海貨 カイ

		151		ﾄﾐｼﾞﾏｳﾝﾕ		富島運輸株式会社 トミシマ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		152		ﾄﾖﾂｳﾌﾞﾂﾘｭｳ		豊通物流株式会社 トヨツウ ブツリュウ カ		回漕 カイソウ

		153		ﾄﾚｰﾃﾞｨｱ		トレーディア株式会社　京浜支店 カ ケイヒン シテン		海貨 カイ

		154		ﾅｲｶﾞｲｻｰﾋﾞｽ		内外サービス株式会社 ナイガイ カブシキガイシャ		ワッチ

		155		ﾅｲｶﾞｲﾆｯﾄｳ		内外日東株式会社 ナイガイ ニットウ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		156		ﾅｶﾑﾗﾆﾔｸ		株式会社中村荷役 カブシキガイシャ ナカムラ ニヤク		港荷協 ミナト ニ キョウ

		157		ﾅｶﾑﾗﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ		株式会社ナカムラロジスティックス カ		エゼント

		158		ﾆｯｺｳｼｮｳｳﾝ		二光商運株式会社 フタ ヒカリ ショウウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		159		ﾆﾁｳﾝ		株式会社ニチウン カ		海貨 カイ

		160		ﾆﾁｴﾝ		日塩株式会社　横浜支店 ニチ エン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		161		ﾆｯｼﾝ		株式会社日新 カ ニッシン		エゼント

		162		ﾆｯｾｲ		株式会社日成 カブシキガイシャ ニッセイ		海貨 カイ

		163		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳ		日鉄物流株式会社 ニッテツ ブツリュウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		164		ﾆｯﾃﾂﾌﾞﾂﾘｭｳｷﾐﾂ		日鉄物流君津株式会社 ニッテツ ブツリュウ キミツ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		165		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜国際輸送支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ コクサイ ユソウ シテン		エゼント

		166		ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝﾖｺﾊﾏｺｸｻｲ		日本通運株式会社　横浜支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		167		ﾆﾎﾝｳﾝﾊﾟﾝｼｬ		株式会社日本運搬社 カブシキガイシャ ニホン ウンパン シャ		海貨 カイ

		168		ﾆﾎﾝｶｲｼﾞｹﾝﾃｲ		一般社団法人日本海事検定協会　横浜第二事業所 イッパン シャダン ホウジン ニホン カイジ ケンテイ キョウカイ ヨコハマ ダイニ ジギョウ ジョ		検数 ケンスウ

		169		ﾆﾎﾝｶﾐｳﾝﾕｿｳｺ		日本紙運輸倉庫株式会社 ニホン カミ ウンユ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		170		ﾆﾎﾝｶﾓﾂｹﾝｽｳｷｮｳｶｲ		一般社団法人日本貨物検数協会　横浜支部 イッパン シャダン ホウジン ニホン カモツ ケンスウ キョウカイ ヨコハマ シブ		検数 ケンスウ

		171		ﾆﾎﾝｹｲﾋﾞ		日本警備株式会社 ニホン ケイビ カブシキガイシャ		ワッチ

		172		ﾆﾎﾝｺｳｳﾝ		日本港運協業組合 ニホン コウ ウン キョウギョウクミアイ		海貨 カ

		173		ﾆﾎﾝｺｸｻｲ		日本国際輸送株式会社 ニホン コクサイ ユソウ カ		エゼント

		174		ﾆﾎﾝﾂｳｳﾝ		日本通運株式会社　海運事業支店 ニホン ツウウン カブシキガイシャ カイウン ジギョウ シテン		海貨 カ

		175		ﾆﾎﾝﾌﾄｳｿｳｺ		日本埠頭倉庫株式会社 ニホンフトウ ソウコ カブシキガイシャ		海貨 カ

		176		ﾊﾏﾖｼｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社濱吉回漕店 カ ハマ ヨシ カイソウ テン		回漕 カイソウ

		177		ﾊﾔｶﾜｳﾝﾕ		早川運輸株式会社 ハヤカワ ウンユ カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		178		ﾊﾔｶﾜｶｲﾘｸ		早川海陸輸送株式会社 ハヤカワ カイリク ユソウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		179		ﾊﾗﾀﾞｺｳﾜﾝ		原田港湾株式会社 ハラダ コウワン カブシキガイシャ		港荷協 コウ

		180		ﾊﾞﾝﾃｯｸ		株式会社バンテック カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		181		ﾋﾀﾁﾌﾞﾂﾘｭｳﾊﾞﾝ		株式会社日立物流バンテックフォワーディング カブシキガイシャ ヒタチ ブツリュウ		海貨 カイ

		182		ﾋﾞｭｰﾃｯｸ		ビューテック株式会社　鶴見営業所 カ ツルミ エイギョウショ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		183		ﾌｸｲ		フクイ流通サービス株式会社 リュウツウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		184		ｺｸｻｲｴｷ		株式会社国際エキスプレス カブシキガイシャ コクサイ		関連 カンレン

		185		ﾌｼﾞｷｷｷﾞｮｳ		藤木企業株式会社 フジキ キギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		186		ﾌｼﾞｷｷﾞｮｳ		富士企業株式会社 フジ キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		187		ﾌｼﾞｷｮｳ		藤京作業株式会社 フジ キョウ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		188		ﾌｼﾞｺｳｳﾝ		富士港運株式会社 フジ コウウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		189		ﾌｼﾞﾌﾞﾂﾘｭｳ		富士物流株式会社 フジ ブツリュウ カ		回漕 カイソウ

		190		ﾌﾀﾊﾞ		株式会社二葉 カブシキガイシャ フタバ		回漕 カイソウ

		191		ﾍﾟｶﾞｻｽ		株式会社ペガサスグローバルエクスプレス カブシキガイシャ		海貨 カ

		192		ﾎｯｶｲｺｳｷﾞｮｳ		北海港業株式会社 ホッカイ コウ ギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		193		ﾎｯﾄｽﾀｯﾌ		有限会社ホットスタッフ ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		194		ﾎﾘｳﾁｳﾝｿｳ		堀内運送株式会社 ホリウチ ウンソウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		195		ﾎﾝﾏ		株式会社ホンマ カ		港荷協 コウ

		196		ﾏｴﾊﾞﾗｺｳﾜﾝ		株式会社前原港湾 カブシキガイシャ マエハラ コウワン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		197		ﾏｺﾄﾎﾞｳｴｷ		誠貿易運輸株式会社 マコト ボウエキ ウンユ カブシキガイシャ		海貨 カイ

		198		ﾏﾂｷｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社松喜回漕店 カ マツキ カイソウテン		回漕 カイソウ

		199		ﾏﾂﾀﾞ		有限会社松田 ユウゲンガイシャ マツダ		関連 カンレン

		200		ﾏﾙｲｹｶｲｳﾝ		丸池海運株式会社 マル イケ カイウン カブシキガイシャ		エゼント

		201		ﾏﾙｶ		株式会社丸嘉 カブシキガイシャ マル カ		関連 カンレン

		202		ﾏﾙｼﾝ		株式会社丸新 カブシキガイシャ マルシン		海貨 カイ

		203		ﾏﾙｾﾞﾝｺｳｳﾝ		丸全港運株式会社 マルゼン コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		204		ﾏﾙｾﾞﾝｼｮｳﾜ		丸全昭和運輸株式会社 マルゼン ショウワ ウンユ カブシキガイシャ		エゼント

		205		ﾏﾙﾀﾂｶｲｳﾝ		丸辰海運株式会社 マルタツ カイウン カ		回漕 カイソウ

		206		ﾏﾙﾊﾁｶｲｿｳﾃﾝ		株式会社丸八回漕店 カ マルハチ カイソウテン		回漕 カイソウ

		207		ﾏﾝﾈﾝﾔ		株式会社万年屋回漕店 カブシキガイシャ マンネン ヤ カイソウテン		海貨 カ

		208		ﾐｼﾏｾﾝﾊﾟｸ		三島船舶株式会社 ミシマ センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		209		ﾐﾀｺｳｳﾝ		三田港運株式会社 ミタ コウウン カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		210		ﾐﾂｲｿｳｺ		三井倉庫株式会社　関東支社　横浜支店 ミツイ ソウコ カブシキガイシャ カントウ シシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		211		ﾐﾂｲﾌﾄｳ		三井埠頭株式会社 ミツイ フトウ カブシキガイシャ		海貨 カ

		212		ﾐﾂﾋﾞｼｿｳｺ		三菱倉庫株式会社　横浜支店 ミツビシ ソウコ カブシキガイシャ ヨコハマ シテン		エゼント

		213		ﾐﾅﾄ		株式会社みなと輸送 カ ユソウ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		214		ﾐﾅﾄｴｲｾﾝﾃﾝ		有限会社港曳船店 ユウゲンガイシャ ミナト ヒキフネ ミセ		回漕 カイソウ

		215		ﾑｻｼﾎﾞｳｴｷ		武蔵貿易通関株式会社 ムサシ ボウエキ ツウカン カブシキガイシャ		海貨 カ

		216		ﾑﾗﾔﾏｼｮｳﾃﾝ		株式会社村山商店 カブシキガイシャ ムラヤマ ショウテン		港荷協 ミナト ニ キョウ

		217		ﾒｲｺｳｳﾝﾕ		明港運輸株式会社 アキラ ミナト ウンユ カ		回漕 カイソウ

		218		ﾒｲｾｲ		株式会社明正 カブシキガイシャ メイセイ		海貨 カイ

		219		ﾒｲﾊﾝｾﾝﾊﾟｸ		名阪船舶株式会社 メイハン センパク カブシキガイシャ		関連 カンレン

		220		ﾓﾛﾎｼﾌﾚｲﾃｲｼﾞ		株式会社モロホシフレイテイジ カ		海貨 カイ

		221		ﾔｴｽｶｲｳﾝ		八洲海運株式会社 ヤシマ カイウン カブシキガイシャ		回漕 カイソウ

		222		ﾔｸﾞﾁｼｮｳｼﾞ		有限会社矢口商事 ユウゲンガイシャ ヤグチショウジ		関連 カンレン

		223		ﾔｽﾀﾞｿｳｺ		安田倉庫株式会社 ヤスダ ソウコ カ		海貨 カ

		224		ﾔｽﾀﾞﾜｰｸｽ		株式会社ヤスダワークス カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		225		ﾔﾅﾝ		株式会社八楠 カ ヤナン		回漕 カイソウ

		226		ﾔﾌﾞｷｶｲｳﾝ		矢吹海運株式会社 ヤブキ カイウン カブシキガイシャ		海貨 カイ

		227		ﾔﾏｷ		株式会社山樹 カブシキガイシャ ヤマ イツキ		関連 カンレン

		228		ﾔﾏﾀﾈ		株式会社ヤマタネ カ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		229		ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ		ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		230		ﾕﾆｴｯｸｽ		株式会社ユニエックス　NCT  カ		エゼント

		231		ﾖｳﾎｳｷｷﾞｮｳ		洋邦企業株式会社 ヨウ ホウ キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		232		ﾖｺﾊﾏｳﾝｿｳｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳ		横浜港湾運送事業協同組合 ヨコハマ コウ ワン ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		233		ﾖｺﾊﾏｶｲﾘｸ		株式会社横浜海陸商会 カ ヨコハマ カイリク ショウカイ		海貨 カ

		234		ﾖｺﾊﾏｶﾓﾂｿｳｺﾞｳ		横浜貨物綜合株式会社 ヨコハマ カモツ ソウゴウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		235		ﾖｺﾊﾏｺｳｶｲﾊﾂｼﾞｷﾞｮｳ		横浜港開発事業株式会社 ヨコハマ コウ カイハツジギョウ カ		回漕 カイソウ

		236		ﾖｺﾊﾏｺｳｶﾝﾚﾝ		横浜港運関連事業協同組合 ヨ		関連 カンレン

		237		ﾖｺﾊﾏｺｳﾆﾔｸｼﾝｺｳ		横浜港荷役振興株式会社 ヨコハマ ミナト ニヤク シンコウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		238		ﾖｺﾊﾏｺｳﾒｶﾞ		横浜港メガターミナル株式会社 ヨコハマ コウ カブシキガイシャ		エゼント

		239		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｼﾞ		横浜港湾実業株式会社 ヨコハマ コウ ワン ジツギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		240		ﾖｺﾊﾏｺｳﾜﾝｻ		横浜港湾作業株式会社 ヨコハマ コウワン サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		241		ﾖｺﾊﾏｻｷﾞｮｳ		横浜作業株式会社 ヨコハマ サギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		242		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｷｷﾞｮｳ		横浜船舶企業株式会社 ヨコハマ センパク キギョウ カブシキガイシャ		関連 カンレン

		243		ﾖｺﾊﾏｾﾝﾊﾟｸｻｷﾞｮｳ		横浜船舶作業株式会社 ヨコハマ センパク サギョウ カブシキガイシャ		港荷協 ミナト ニ キョウ

		244		ﾖｺﾊﾏﾄﾐｼﾞﾏｸﾞﾐ		株式会社横浜富島組 カブシキガイシャ ヨコハマ トミシマ グミ		海貨 カイ

		245		ﾖｺﾊﾏﾊｼｹｳﾝｿｳ		横浜はしけ運送事業協同組合 ヨコハマ ウンソウジギョウキョウドウクミアイ		港事連 ミナト ゴト レン

		246		ﾘｽｺﾑ		株式会社リスコム カ		ワッチ

		247		ﾙｰﾌﾟ		有限会社LOOP ユウゲンガイシャ		関連 カンレン

		248		ﾛｼﾞﾃﾑ		ロジテムインターナショナル株式会社 カブシキガイシャ		海貨 カ

		249		ﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ		ワークサービス株式会社 カブシキガイシャ		関連 カンレン







2015年 横浜市「山下ふ頭再開発基本計画（HR）」発表

2017年 林市長 白紙宣言して再選

2019年 8月22日 林市長
「IR/カジノ誘致表明」

2021年 8月22日 横浜市長選挙
2021年 10月 区域整備計画申請

横浜港運協会
山下ふ頭の土地権利に関する要望書提出

横浜港運協会
ハーバーリゾートを核に開発案検討開始

（カジノ不要）

横浜港運協会
ギャンブル依存症勉強会・非カジノ提案

横浜港運協会
林市長へ山下ふ頭の開発要望書提出

横浜港運協会
これらの要望に対して無回答、顔に泥塗
られた

国⇒複数提案から選定して認定 ※ 認定審査基準：地域の賛同が必要

※ IR/カジノ基本法成立

6
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林市長答申（H27.7）の骨子
ここから山下ふ頭再開発が始まった

横浜市HPから転載



8
横浜市HPから転載



9

横浜市HPから転載



10

平成27年7月 横浜市山下ふ頭開発基本計画 答申から

横浜市HPから転載



林市長答申（H27.7）の骨子
ここからインナーハーバー開発が始まった

11

横浜市HPから転載



2019年8月22日
「ＩＲカジノを山下ふ頭で」と林市長突然発表

「寝耳に水」「闇討ち」「不意打ち」
山下ふ頭で、事業を営んでいる場所にもかかわらず、

非公式・公式にも、何の報告・連絡もない
2016年から、横浜市長にはカジノ無しで山下ふ
頭を再開発案を再三提出したがなしのつぶて、
勝手に山下ふ頭のＩＲ・カジノ化を目論んでいる

なぜＩＲに反対か・我々港湾人の気持ち

港運事業者は昭和38年の山下ふ頭供用開始以来の58年間 営々と事業を行って
きた核心中の核心の当事者、我々以上の当事者はいない。
当事者を完全に無視し続けている行政の在り方は大問題であり、本来ありえない。

12



ＩＲ／カジノ推進した原動力
ラスベガス・サンズ

アデルソン氏

2020年5月13日
日本進出を断念

ＩＲ推進の最大の源2人とも消滅

トランプ大統領

安倍首相

菅官房長官

林市長2020年11月4日
トランプ大統領落選

13

2021年1月11日死去



IR提案された例

14
横浜市HPから転載



横浜市IR提案事業者の状況考察（2021年4月時点）

提案事業者
（10社中8社公開）

評
価

国 摘要

1 ラスベガスサンズ ✖ 米国 2020年5月13日に撤退表明した

2 ウィン・リゾーツ ✖ 米国 2021年、撤退表明済み

3 ギャラクシーエンターテイメントジャパン △
中国
(香港)

マカオ第2位、未だに横浜IR進出に意欲も、
しかし内実後ろ向きになりつつある
中国資本であり、米中関係の悪化で不利も参入表明

4 ゲンティン・シンガポール 〇 マレーシア
カジノ事業66%幅減少
横浜IR提案へためらい：理由‐住民の反対運動運動顕在
化、提案整うまで時間が必要ゆえ提出期限延長の要望

5 メルコリゾーツ＆エンターテイメント 〇
米国
NASDAQ

マカオでカジノ事業、未だに横浜IR進出に意欲
2020年マカオ事業の更新進まず焦燥

6 セガサミーホールディングス △ 日本
大量人員削減・ゲームセンター売却
韓国‐インチョン空港カジノ事業赤字、4月参入表明

7 ＳＨＯＴＯＫＵ ▲ 日本 映像・展示会

8 山本理顕設計工場 日本 建築・住宅,、カジノなしで提案



横浜市IRカジノに提案した事業者

5月17日の締め切りまでに提案した事業者 国 摘要

1

ゲンティン・シンガポール
セガサミーホールディングス
鹿島建設

マレーシア

カジノ事業66%幅減少、横浜IR提案へためらい
理由：住民の反対運動運動顕在化

セガサミー
大量人員削減・ゲームセンター売却
韓国‐インチョン空港カジノ事業大赤字

2 メルコリゾーツ＆エンターテイメント
大成建設

米国
NASDAQ

マカオでカジノ事業展開、未だに横浜IR進出に意欲
2020年マカオ事業の更新進まず焦燥

大成建設
以前みずほ銀行グループで参入を計画していた

3 ＳＨＯＴＯＫＵ 日本 映像・展示会

（2021年5月17日の締め切り後の結果）



破綻した横浜ＩＲ みずほグループ
（月刊誌 “FACTA” ２０２０年10月号記事から YHRがまとめた）

資金 参加企業 融資（億円）

みずほ銀行 3,000

三井住友銀行

横浜銀行

他金融機関 500

小計 5,000

外資オペレーター 2,500

京浜急行

大成建設

JTB

DeNA

小計 5,000

総計 10,000

1,500
融

資

2,500

エ
ク

イ
テ

ィー
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YHR開発要素

		Withコロナ‣ＹＨＲ方針 ホウシン

		　		要素施設 ヨウソ シセツ		3密回避可能性 ミツ カイヒ カノウセイ		不要不急 フヨウ フキュウ

		1		国際展示場 コクサイテンジジョウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		2		国際クルーズ拠点 コクサイ キョテン		困難 コンナン		不急 フキュウ

		3		滞在型ホテル タイザイガタ		可能 カノウ		必要 ヒツヨウ

		4		コンサート会場 カイジョウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		5		新物流施設 シン ブツリュウ シセツ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		6		給食施設 キュウショク シセツ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		7		水素エネルギーセンター スイソ		可能 カノウ		必要 ヒツヨウ







Sheet1

		資金 シキン		参加企業 サンカ キギョウ		融資（億円） ユウシ オクエン

		融資 ユウシ		みずほ銀行 ギンコウ		3,000

				三井住友銀行 ミツイ スミトモ ギンコウ		1,500

				横浜銀行 ヨコハマ ギンコウ

				他金融機関 ホカ キンユウ キカン		500

				小計 ショウ ケイ		5,000



		エクイティー		外資オペレーター ガイシ		2,500

				京浜急行 ケイヒン キュウコウ		2,500

				大成建設 タイセイ ケンセツ

				JTB

				DeNA

				小計 ショウ ケイ		5,000



				総計 ソウケイ		10,000









山下ふ頭ＩＲ誘致との闘いの本質

ＩＲカジノ計画に抗う者は排除

一旦、やると決めたら実行のみ

ＩＲ実施のためには、
あらゆる手段を講じる

垣間見える背後の意思

港湾人として、徹底抗戦
して山下ふ頭を守る

行 政

18



ＩＲ現状分析
推進側 客観的状況

 2016年 法整備・完成
基本法・推進法

 2020年10月9日
基本方針案の発表

 自治体からの申請：
2021年10月～22年4月

70％の市民が反対

 コロナ禍により、
米国カジノ企業が軒並み

減収・赤字化
 コロナ禍

⇒3密・不要不急の回避
 国内推進企業の業績悪化
 オンラインカジノへ移行
 中国：マカオ以外の

海外カジノへの渡航禁止
 ラスベガスサンズ

日本からの撤退表明

19※追い風は、行政面しかない→ビジネスの世界ではとっくに落第の案件



20

港運事業者を陥れてまで、推進したいのが

ＩＲ・カジノ（博打） ？？？？

そもそも国・地方自治体が先導してやること
なのでしょうか？

港運事業者がまじめに考えた山下ふ頭開発案を
真摯に受け止めて頂きたい

しかし、我々は無視され続けられています



21

異常な行政をストップするため、住民投票を
求める運動にも参加

19万3,193筆を得て、市に要請
2021年1月7日の陳述に参加、

しかし、市会において即決で拒否された

市会：IR誘致に関してまっとうな議論は無い
市政・行政を抜本的に正常化するしかない！

大きな運動を起こします
市民とも連携します

山下ふ頭にIR・カジノを誘致させないためには何で
もやります。横浜が正常化の起点となります



22

神奈川新聞 4月1日 2021年

3月30日に
「カジノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会」

１．カジノの是非を決める横浜市民の会

2．カジノを考える市民フォーラム

3．政党政治団体
①立憲民主党
②共産党
③国民民主党
④社民党
⑤神奈川ネット
⑥緑の党

4．一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会

大同団結します
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我々が支持する市長
に代わってもらいます

Time to

CHANGE‼
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今度の横浜市長選の
争点は、勿論

ＩＲ・カジノ（博打）の
是非を問う
∵一事が万事



旧1期地区

現状

2019年3月時点:移転凍結状態

再開発の計画が承知できるまで、
我々はテコでも動かない
実行したいのであれば、我々を倒してからに！

IR.カジノの山下ふ頭への誘致には
絶対反対

2期地区

25
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明治時代の横浜港 横浜市港湾局HPより転載 27

伝統と歴史に満ちた横浜港



28

横浜市HPから転載



29横浜市HPから転載



日本・横浜の“宝”大事に利用する

30

 健全（公序良俗・環境）
 子孫への遺産
 経済をしっかりする

夢・希望・楽しさを
託そう



31

ＹＨＲが提案した当初のイメージ図

YHR作成



ハーバーリゾート開発、
これも考え直しが必要 不要不急の回避

３密の回避

コロナ禍ごの新世界・秩序を意識した開発

新型コロナウィルスで
世界・社会が根本的に変わった

人情長屋 32



横浜港ﾊｰﾊﾞｰﾘｿﾞｰﾄ協会が提案する開発

要素施設 3密回避 必要性

1 国際展示場 可能 必要不可欠

2 ディズニー施設 可能 必要

3 滞在型ホテル 可能 必要

4 コンサート会場 可能 必要不可欠

5 新物流施設 可能 必要不可欠

6 給食施設（センター） 可能 必要不可欠

7 植物工場 可能 必要不可欠

8 ワクチン等医療品配給センター 可能 必要不可欠

9 水素エネルギーセンター 可能 必要 33


Sheet1

				要素施設 ヨウソ シセツ		3密回避 ミツ カイヒ		必要性 ヒツヨウセイ

		1		国際展示場 コクサイテンジジョウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		2		ディズニー施設 シセツ		可能 カノウ		必要 ヒツヨウ

		3		滞在型ホテル タイザイガタ		可能 カノウ		必要 ヒツヨウ

		4		コンサート会場 カイジョウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		5		新物流施設 シン ブツリュウ シセツ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		6		給食施設（センター） キュウショク シセツ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		7		植物工場 ショクブツ コウジョウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		8		ワクチン等医療品配給センター トウ イリョウ ヒン ハイキュウ		可能 カノウ		必要不可欠 ヒツヨウ フカケツ

		9		水素エネルギーセンター スイソ		可能 カノウ		必要 ヒツヨウ











































 健全（公序良俗・環境）
 子孫への遺産
 経済をしっかりする

夢 ・ 希望 ・ 楽しさ

国際展示場

新物流施設

植物工場

給食ｾﾝﾀｰ

ﾜｸﾁﾝｾﾝﾀｰ

水素ｾﾝﾀｰ

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ

滞在型宿泊

ｺﾝｻｰﾄ会場

34

山下ふ頭開発における考え方の整理



35
日本展示会協会 作成資料から 2018年7月
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37

首都圏（1都7県）＋静岡・長野県
の中心に位置する

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAutTRw6fPAhUCEpQKHYjzA1QQjRwIBw&url=http://doghouse.blog.so-net.ne.jp/2011-11-07&psig=AFQjCNEVfGUgNPfk751UniGDR_ent2mCJA&ust=1474790096397123
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN-rr6w6fPAhWIppQKHRfOAc8QjRwIBw&url=https://mall.aflo.com/products/detail_map.php?product_id%3D83103&psig=AFQjCNFh6cYdJ3s1Nn-ZbLp6p2G_HyvDxQ&ust=1474790206884824


38

物流ハブとしての地政学的な価値

地上3階建て
床面積7万2126㎡

羽田国際空港

成田国際空港

山下ふ頭

 アスクル
 プロロジス
 ＥＳＲ
 ＧＬＰ
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展示場・物流・ホテル・コンサート会場など複合施設

YHR作成



3つの爪

埠頭形状の特徴である
爪の形状

埠頭の形状

埠頭本体を象徴する
斜めのライン

フォント（文字）

山下埠頭の無機質な形状に人間味を与えるために

丸みのあるフォントを採用いたしました。

skiaフォントは、紀元前1世紀の石彫りのギリシャ

語の書体から着想を得たヒューマニスト（人道主

義的）フォントと言われています。

YHR作成



YHR作成



42

ラストワンマイルを変える横浜ハーバーロジシティ

YHR作成
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近郊農業地域
住宅

住宅地区

１８ｋｍ
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10ｋｍ２０ｋｍ４０ｋｍ６０ｋｍ



45

安心できる「食」と「住」のあるサステナビレッジ

YHR作成
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エデュケーションセンター

YHR作成
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レストラン

YHR作成
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屋外・屋上コンサート会場

YHR作成
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国際展示会・イベント会場

YHR作成
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物流センター

YHR作成



51

植物工場

YHR作成
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給食工場

YHR作成
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駐車場

YHR作成



54

ワクチン等医療配給センター

YHR作成



新進気鋭のドイツ哲学者 マルクス・ガブリエル

コロナ禍を見据える①

コロナ禍

55

新自由主義の終焉

合理性＝

理性

科学 経済
環境

政治

教育

NHK BS1 スペシャル「シリーズコロナ危機 「マルクス・ガブリエル 精神のワクチン」を参考



コロナ・パンデミックは

科学だけでも
政治だけでも

56

解決できない

精神のワクチン＝哲学

が必要になってきている

コロナ禍を見据える②

NHK BS1 スペシャル「シリーズコロナ危機 「マルクス・ガブリエル 精神のワクチン」を参考



コロナが人類に強いる課題

唯物主義

57

精神主義への見直し

哲学する

コロナ禍を見据える②

思考

物質世界

思考

NHK BS1 スペシャル「シリーズコロナ危機 「マルクス・ガブリエル 精神のワクチン」を参考



ドイツ観念論：
物という対象は思考との関わりなしには存在しえない

58

コロナ禍を見据える④

貪欲型利権のむさぼり

理性的に哲学する
（政治・経済・科学・・・など考慮して）

NHK BS1 スペシャル「シリーズコロナ危機 「マルクス・ガブリエル 精神のワクチン」を参考



59

山下ふ頭の開発の在り方

理性的に哲学する
（政治・経済・科学など考慮して）

いろいろな案をこれからも提案させて
頂き、横浜市民と一緒により良い案、
納得する案を作り、山下ふ頭の再開発
を推進して行きます

NHK BS1 スペシャル「シリーズコロナ危機 「マルクス・ガブリエル 精神のワクチン」を参考
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ＹＨＲこれまでの実績

日時 名称 主催 コーディネーター 動員（人）

2019年7月14日
ドーベルマン
インフィニティ

ＬＤＨ
（エグザイル）

Yokohama
Harbest㈱

10,000

2019年12月15日 雑誌『CLUB HARLEY』 株式会社枻出版社 同上 10,000

2020年12月
～

2022年3月

ガンダム
（実物大・動く）

㈱バンダイナムコ
ホールディングス

㈱電通

2021年３月
～

2021年9月
居酒屋エグザイル ＬＤＨ

Yokohama
Harbest㈱

これまでの
実績

現在進行中

LDH EXILE FM ヨコハマ


Sheet1

				令和元年実績及び令和2年度イベント事業 レイワ ガンネン ジッセキ オヨ レイワ ネンド ジギョウ

				日時 ニチジ		アーティスト		名称 メイショウ		主催 シュサイ		コーディネーター		動員（人） ドウイン ニン

				reserved-43660x1F		エグザイル		ドーベルマン
インフィニティ		ＬＤＨ
（エグザイル）		Yokohama 
Harbest㈱		10,000

				reserved-43814x1F				雑誌『CLUB HARLEY』		株式会社枻出版社		同上 ドウジョウ		10,000

				2020年12月
～
2022年3月 ネン ガツ ネン ガツ				ガンダム
（実物大・動く） ジツブツダイ ウゴ		㈱バンダイナムコ
ホールディングス		㈱電通 デンツウ

				2021年３月
～
2021年9月 ネン ガツ ネン ガツ		エグザイル		居酒屋エグザイル イザカヤ		ＬＤＨ		Yokohama 
Harbest㈱







Sheet2

				会員種と権益

						社数		権益



				執行会員		25		◎社員／正副会長・理事候補権

								◎ＨＲ事業の企画・運営

								◎運営事業の事業者決済権

								◎総会議決権

								◎協会主催行事参加

				一般会員		70		◎理事候補権

								◎ＨＲ事業への直接参加権

								◎協会主催行事参加

				賛助会員		24		◎理事会資料保有権

								◎協会主催行事参加

				会友		124		◎協会主催行事参加

				合計		243
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２０１９年７月１４日開催のコンサート
（ＬＤＨ）
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ＹＨＲホームページ

https://www.yhr.or.jp

一般社団法人 横浜港ハーバーリゾー
ト協会のホームページ 開設
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日米首脳共同記者会見

結果：対中国強硬の確認
コロナワクチン契約 ：不発
東京オリンピック協力要請 ：不発
会見質疑応答 ：トンチンカンな返答

このような結果に終わった現政権に、

ＩＲ・カジノ：利権まみれの愚策を強
引に推し進める力は完全に無くなった
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ＩＲ・カジノ→日米関係悪化させる

バイデン政権（米国）は
中国への強硬姿勢を大問題

日本にＩＲなど求めてない

横浜（首都圏）でＩＲ・カジノ募集で中国
カジノが獲得したらどうするのか？

安全保障問題で

米国の逆鱗に触れることになる



4
月

5
月

6
月

7
月

（
任
期
満
了
）

8
月
29
日

（
寺
島
実
郎
氏
・藤
木
幸
夫
会
長
）

知
の
結
集
「山
下
ふ
頭
再
開
発
」講
演
会

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

横
浜
市
長
選
挙

Ｙ
Ｈ
Ｔ
Ａ
・Ｙ
Ｈ
Ｒ

総
会

7月23日～8月8日

4
月

Ｙ
Ｈ
Ｒ

全
体
集
会

Ｎ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

Ｙ
Ｈ
Ｒ
構
想
再
構
築

5月22日（土）13：00～
ロイヤルホール

仮

4月19(日月)10：00～
ロイヤルホール

今後の活動計画
8
月
22
日

5,000万円
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 菅さんは 秋田の人で、横浜の人でない

 ＩＲカジノは事業にならない。単なる博打場だ

 それでも、やるというのは正気ではない

 山下ふ頭で未だ５０社ほど事業やっている仲間の
事業者さん、もう少々我慢して欲しい。一丸と
なって護送船団方式で、守っていく

 ＩＲカジノは政治・行政主導になっている、そこ
が間違っている

 山下ふ頭は、村人による開発をして、良いものを
コロナ禍を見据えて作っていく。本来の姿に戻す

 情理が大事だ、「知の結集」を呼び掛ける

まとめ（会長 藤木幸夫）
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ご清聴ありがとうございました

https://www.yhr.or.jp



69



70



71



72

2021年度全体集会を開催致しました
（4月19日 10:00～11:30 於 ロイヤルホールヨコハマ）

今回、コロナ禍を見据えた山下ふ頭の開発案を提示致しました。
さらに、我々のこの夢を実現するために、8月22日の横浜市長選で、即刻ＩＲ／
カジノを中止し、真っ当な行政に戻す市長の実現を目指すことを決議いたしま
した。詳しくは添付の集会資料をご覧ください。

全体集会終了後、大勢の報道陣と対話する藤木幸夫会長
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