
 

令和３年度 

公益社団法人 全日本トラック協会 

青年部会 中部ブロック大会 
 

 日 時  令和３年１１月5 日（金）   場 所  岐阜グランドホテル 

 主 催  中部ブロック青年部協議会 

 後 援  公益社団法人全日本トラック協会 

一般社団法人岐阜県トラック協会 

大会テーマ つなぐ想い～未来を切り開く青年部会へ～ 
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令和３年度（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会 

【 プログラム 】 

 

【第一部】 式 典 

 

１５：００～ 開  会 

 

開会宣言 

一般社団法人岐阜県トラック協会青年部会  部 会 長  田口 幸太郎 

 

主催者挨拶 

中部ブロック青年部協議会 代表幹事兼 

一般社団法人静岡県トラック協会青年部会  直前部会長  山﨑 康二 

 

来賓挨拶 

中部運輸局岐阜運輸支局          支 局 長  松井 雅人 様 

公益社団法人全日本トラック協会青年部会  部 会 長  岩田 享也 様 

一般社団法人岐阜県トラック協会      会   長  山口 嘉彦 様 

 

（休 憩） 

【第二部】 研修会 

 

１６：００～ 演  題：FCEV「MIRAI」とトラックで切り拓くカーボンニュートラルの実現 

講  師：トヨタ自動車株式会社 MS製品企画 ZFチーフエンジニア 田中 義和 氏 

 

大会旗伝達式 

 

閉会宣言 

一般社団法人静岡県トラック協会青年部会  部 会 長  遠藤 一郎 

 

１７：２０  閉  会 
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令和３年度（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会 

【 来賓名列 】 

 

 

中部運輸局岐阜運輸支局 

支 局 長   松 井 雅 人 様 

 

 

 

中部運輸局岐阜運輸支局 首席運輸企画専門官 

輸送・監査担当  宮 川 高 彰 様 

 

 

 

公益社団法人 全日本トラック協会青年部会 

部 会 長   岩 田 享 也 様 

 

 

 

一般社団法人 岐阜県トラック協会 

会  長   山 口 嘉 彦 様 

 

 

 

一般社団法人 岐阜県トラック協会 

専務理事   臼 井 靖 彦 様 
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令和３年度（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会 

【 全国ブロック代表 】 

 

 

中部ブロック青年部協議会 

代表幹事   山 﨑 康 二 

 

公益社団法人北海道トラック協会 青年部連絡協議会 

会  長   杉 本 憲 昭 様 

 

東北トラック協会連合会青年部会 

会  長   吉 田 雅 弘 様 

 

関東トラック協会青年部会 

会  長   岩 田 享 也 様 

 

北陸信越ブロック青年協議会 

代表幹事   米 田 勝 紀 様 

 

近畿トラック青年協議会 

会  長   野 嶋 利 基 様 

 

中国ブロック青年部協議会 

会  長   乗 本 義 洋 様 

 

四国トラック青年協議会 

会  長   谷   真 澄 様 

 

九州地区運輸青年部連絡協議会 

会  長   永 野 一 智 様 
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令和３年度（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会 

【 講師プロフィール 】 

 

トヨタ自動車（株） Mid-size Vehicle Company 

ＭＳ製品企画 ＺＦチーフエンジニア 

田中
たなか

 義和
よしかず

 氏 

 

～ 経 歴 ～ 

1961年８月６日生まれ、滋賀県出身。 

1987年４月、京都大学大学院 工学研究科卒業後、トヨタ自動車に入社。 

オートマチックトランスミッションのハード開発、制御開発を担当。 

2006年３月、製品企画部門へ異動。翌年より開発責任者としてプリウスPHVの製品企画を担当。 

2012年１月、燃料電池車（FCEV）開発責任者として製品企画業務を担当。 

2018年１月、プリウス・プリウスPHVのチーフエンジニアとして製品企画業務を担当。 

2021年１月、燃料電池車『MIRAI』のチーフエンジニアとして製品企画業務を担当。 

 

 

【 研修目的 】 

我が国における2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（案）が示す通

り、電気自動車の普及、水素や合成燃料等を使用した商用車構造の変革など、今後新しい

“クルマ„時代の到来が予想される中、トラック運送業を営む我々としても、あらゆる知

見を保持し柔軟に対応していく必要がある。 

そこで新型「MIRAI」の開発に携われた田中氏を講師に招き、カーボンニュートラル実

現に向けた水素、燃料電池車（FCEV）の有用性とFCEV普及に向けた戦略及びFCEV トラッ

クの果たす役割、更に新型MIRAIの魅力について語ってもらい、今後の方向性について考

えるヒントとすべく研修を企画した。 
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令和３年度（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会 

【 参加者名簿 】 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

各都道府県トラック協会   ・・・ Ｐ ６～１１ 

 

（一社）静岡県トラック協会 ・・・ Ｐ１２～１３ 

 

（一社）愛知県トラック協会 ・・・ Ｐ１４～１５ 

 

（一社）三重県トラック協会 ・・・ Ｐ１６ 

 

（一社）福井県トラック協会 ・・・ Ｐ１７ 

 

（一社）岐阜県トラック協会 ・・・ Ｐ１８～１９ 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

すぎもと　のりあき 青年役職 部会長 所在地 047-0013

杉本　憲昭 TEL 0134-23-6201 FAX

会社名 ㈱杉本運輸 役職 代表取締役 輸送形態 地場・中距離 輸送品目 重量物

（一社）北海道トラック協会青年部会

1
北海道小樽市奥沢4丁目17番12号

0134-23-6205 参加方法 来場

かいほこ　てつや 青年役職 監　事 所在地 023-1132

海鋒　徹哉 TEL 0197-35-0112 FAX

会社名 白金運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態 地場・中距離・長距離 輸送品目 パルプ

岩手県トラック協会青年経営研究会

1
岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘69

0197-35-1125 参加方法 WEB

ほんだ　たかし 青年役職 副部会長 所在地 994-0067

本田　孝 TEL 023-655-2126 FAX

会社名 ベア・ロジコ㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

いづる　よしひろ 青年役職 所在地 991-0061

居鶴　佳洋 TEL 0237-86-2145 FAX

会社名 双葉重機リース㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

地場・中距離・長距離 輸送品目 冷凍食品

（公社）山形県トラック協会青年部会

1
山形県天童市大字芳賀字楯ノ城457-1

023-655-3940 参加方法 WEB

2
山形県寒河江市中央工業団地169-5

0237-85-2145 参加方法 WEB

地場 輸送品目 建設機械資材等

よしだ まさひろ 青年役職 副部会長 所在地 962-0724

吉田　雅弘 TEL 0248-79-2161 FAX

会社名 ㈱須賀川東部運送 役職 代表取締役 輸送形態

ひきち　たかゆき 青年役職 所在地 960-2101

引地　孝之 TEL 024-594-2773 FAX

会社名 ㈱デイリーサービス 役職 代表取締役社長 輸送形態

すずき　たけし 青年役職 所在地 963-5118

鈴木　健之 TEL 0247-46-3115 FAX

会社名 鈴木運送㈱ 役職 取締役専務 輸送形態

さがわ　しゅういち 青年役職 所在地 960-0231

佐川　修一 TEL 024-558-7755 FAX

会社名 (公社)福島県トラック協会 役職 課長 輸送形態

2
福島県福島市さくら一丁目２番地の９

024-594-2774 参加方法 WEB

地場 輸送品目 食料品

中距離 輸送品目 フィルム

（公社）福島県トラック協会青年部会

1
福島県須賀川市田中字念仏坦69

0248-79-4332 参加方法 来場

3
福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本59

0247-46-2489 参加方法 WEB

地場 輸送品目 一般雑貨

4
福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋32

04-558-7731 参加方法 WEB

輸送品目

わたなべ　けいいち 青年役職 部会長 所在地 321-0169

渡邊　佳一 TEL 028-657-7030 FAX

会社名 幸洋運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

なかつはら　ゆうすけ 青年役職 事務局 所在地 321-0169

中津原　悠介 TEL 028-658-2515 FAX

会社名 (一社)栃木県トラック協会 役職 適正化事業部係長 輸送形態

2
栃木県宇都宮市八千代1-5-12

028-658-6929 参加方法 WEB

輸送品目

地場・中距離 輸送品目 紙加工品・雑貨

（一社）栃木県トラック協会青年部会

1
栃木県宇都宮市石井町3373-1

028-657-7040 参加方法 WEB

かねだ　ともひろ 青年役職 部会長 所在地 370-1122

金田　知浩 TEL 0270-65-2933 FAX

会社名 金田運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態 中距離 輸送品目 鉄鋼

（一社）群馬県トラック協会青年部会

1
群馬県佐波郡玉村町上茂木421-1

0270-65-8719 参加方法 WEB

ふるかわ　たけひこ 青年役職 部会長 所在地 283-031

古川　毅彦 TEL 0475-58-5733 FAX

会社名 古川運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

なぐも　まこと 青年役職 副部会長 所在地 272-0004

南雲　誠 TEL 047-327-4480 FAX

会社名 ナグモ産業㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

さいとう　ひろひさ 青年役職 事務局 所在地 261-0002

齊藤　裕久 TEL 043-247-1131 FAX

会社名 (一社)千葉県トラック協会 役職 輸送事業部課長 輸送形態

地場 輸送品目 加工食品（冷凍・チルド・常温）

（一社）千葉県トラック協会青年部会

1
千葉県東金市薄島338-1

0475-58-5913 参加方法 WEB

2
千葉県市川市原木2-11-15

047-328-6028 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 はやぶさ2のカプセル

3
千葉県千葉市美浜区新港212-10

043-246-7372 参加方法 WEB

輸送品目
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あさみ　ろくろう 青年役職 部会長 所在地 369-1412

浅見　禄郎 TEL 0494-63-2255 FAX

会社名 協同貨物自動車㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

いしかわ　としひろ 青年役職 副部会長 所在地 359-0024

石川　稔大 TEL 049-257-4949 FAX

会社名 ㈱石川興業運輸 役職 代表取締役 輸送形態

ふるや　たかゆき 青年役職 副部会長 所在地 345-0002

古谷　隆之 TEL 0480-38-1128 FAX

会社名 青翔運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

くたはやし　ゆたか 青年役職 副部会長 所在地 367-0216

倉林　豊 TEL 049-572-2846 FAX

会社名 ㈱エスケー運輸機工 役職 専務取締役 輸送形態

4
埼玉県本庄市児玉町金屋1237

049-572-7111 参加方法 WEB

地場 輸送品目 一般雑貨、コンクリート製品、機械搬送

3
埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣110-2

0480-38-2136 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 建築資材関係及び一般貨物

2
埼玉県入間郡三芳町上富1995

049-257-4988 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 食品

地場・中距離 輸送品目 セメント、セメント関連製品

（一社）埼玉県トラック協会青年部会

1
埼玉県秩父郡皆野町皆野558-16

0494-63-2256 参加方法 WEB

いわた　たかなり 青年役職 副本部長/関ト協担当委員長 所在地 103-0013

岩田　享也 TEL 03-5534-2711 FAX

会社名 八大㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

かない　けんぞう 青年役職 本部長 所在地 144-0045

金井　健蔵 TEL 03-3735-3601 FAX

会社名 ㈱共運 役職 取締役 輸送形態

たなか　たけし 青年役職 副本部長/総務委員長 所在地 213-0012

田中　雄 TEL 044-322-9701 FAX

会社名 田中陸運㈱ 役職 取締役 輸送形態

でじま　こうすけ 青年役職 副本部長/研修委員長 所在地 116-0014 

出島　康佑 TEL 03-3803-3717 FAX

会社名 安立運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

4
東京都荒川区東日暮里2-20-4

03-3806-7429 参加方法 WEB

地場 輸送品目 新聞紙・一般貨物

3
神奈川県川崎市高津区坂戸2-25-7

044-322-9700 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 楽器・家具

地場 輸送品目 加工食品

（一社）東京都トラック協会青年部

1
東京都中央区日本橋人形町2-16-7

03-5534-2712 参加方法 来場

2
東京都大田区南六郷2-21-6

03-3739-2867 参加方法 WEB

中距離 輸送品目 輸出入貨物

こばやし　こうたろう 青年役職 部長 所在地 386-0043

小林　浩太郎 TEL 0268-24-4403 FAX

会社名 中部陸運㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

よねもち　ゆうた 青年役職 所在地 381-0001

米持　祐太 TEL 026-296-9001 FAX

会社名 ㈱高見澤 役職 副長 輸送形態

さいとう　たいせい 青年役職 所在地 389-0506

齋藤　大成 TEL 0268-62-4156 FAX

会社名 エボシ山急送㈱ 役職 営業・業務部長 輸送形態

いちのせ　やすひろ 青年役職 所在地 390-1243

一ノ瀬　康弘 TEL 0263-40-5560 FAX

会社名 栄光運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

ながた　まなぶ 青年役職 所在地 390-1242

長田　学 TEL 0263-40-2322 FAX

会社名 ㈱ナガタ運輸 役職 代表取締役 輸送形態

なかむら　いさお 青年役職 所在地 398-0001

中村　功 TEL 0261-22-0704 FAX

会社名 ㈱安曇 役職 取締役 輸送形態

わたなべ　まこと 青年役職 所在地

渡邉　誠 TEL 0266-53-6930 FAX

会社名 ㈲山大運輸 役職 専務取締役 輸送形態

7
長野県諏訪市大字中洲244-3

0266-53-6931 参加方法 WEB

地場 輸送品目 精密機械

6
長野県大町市平8657-1

0261-23-3240 参加方法 WEB

中距離 輸送品目 水他(パレットもの)

5
長野県松本市大字和田6532-5

0263-40-2321 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 食品

4
長野県松本市神林小坂道7107-51

0263-40-5660 参加方法 WEB

地場 輸送品目 食品

3
長野県東御市祢津971-9

0268-62-3767 参加方法 WEB

中距離・長距離 輸送品目 宅配便

2
長野県長野市赤沼柳橋2276-2

026-295-3532 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 コンクリート二次製品

中距離 輸送品目 建設機械

長野県トラック協会青年部

1
長野県上田市下塩尻75-3

0268-27-4686 参加方法 WEB

よねだ　かつのり 青年役職 部会長 所在地 933-0003

米田　勝紀 TEL 0766-25-7300 FAX

会社名 米田運輸㈲ 役職 代表取締役社長 輸送形態 地場・中距離・長距離 輸送品目 化学工業製品

（一社）富山県トラック協会青年部会

1
富山県高岡市能町字打山555-63

0766-25-7301 参加方法 来場
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おきた　けいぞう 青年役職 部会長 所在地 231-0021

置田　圭三 TEL 045-663-2667 FAX

会社名 置田運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

あいざわ　たくじ 青年役職 副部会長 所在地 246-0026

相澤　卓治 TEL 045-364-7500 FAX

会社名 ㈱ミナミ運輸 役職 代表取締役 輸送形態

ふじい　やすあき 青年役職 副部会長 所在地 221-0863

藤井　康顕 TEL 045-350-2510 FAX

会社名 ㈱関根エンタープライズEXT 役職 代表取締役社長 輸送形態

こんどう　としたか 青年役職 副部会長 所在地 237-0062

近藤　智平 TEL 046-865-4501 FAX

会社名 夏島運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ふじき　ゆきひろ 青年役職 運営専務 所在地 231-0801

藤木　幸大 TEL 045-622-9999 FAX

会社名 藤木陸運㈱ 役職 取締役 輸送形態

いしい　かずひろ 青年役職 総務委員長 所在地 222-0033

石井　和博 TEL 045-473-5438 FAX

会社名 ㈱新横浜運送 役職 専務取締役 輸送形態

ささき　けんじ 青年役職 総務副委員長 所在地 231-0021

佐々木　健児 TEL 045-663-2667 FAX

会社名 置田運輸㈱ 役職 課長 輸送形態

にしかわ　ひろき 青年役職 社会貢献委員長 所在地 236-0002

西川　弘希 TEL 045-774-1341 FAX

会社名 ㈱ＴＭＴ 役職 代表取締役 輸送形態

あまがさ　としゆき 青年役職 社会貢献副委員長 所在地 246-0026

雨笠　利幸 TEL 045-369-0107 FAX

会社名 ㈲マルシン自動車商会 役職 取締役 輸送形態

たけさこ　しゅんすけ 青年役職 事業研修副委員長 所在地 279-0024

竹迫　駿介 TEL 047-303-3627 FAX

会社名 ㈱丸総 役職 次長 輸送形態

かしわくら　けいた 青年役職 会員拡大交流委員長 所在地 231-0813

柏倉　恵太 TEL 045-623-3177 FAX

会社名 三共運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

すずき　てつろう 青年役職 川﨑エリア代表 所在地 210-0808

鈴木　徹郎 TEL 044-201-6401 FAX

会社名 三共陸上輸送㈱ 役職 取締役 輸送形態

はらだ　たいし 青年役職 所在地 238-0316

原田　大志 TEL 046-856-4650 FAX

会社名 ㈱原田運送 役職 代表取締役 輸送形態

たかはし　あきひこ 青年役職 所在地 234-0052

高橋　昭彦 TEL 045-847-0750 FAX

会社名 ㈱宮島運輸 役職 取締役 輸送形態

やなぎ　しょういちろう 青年役職 所在地 237-0062

柳　匠一郎 TEL 046-845-5815 FAX

会社名 日神機工㈱ 役職 係長 輸送形態

まつもと　あつし 青年役職 所在地 254-0014

松本　篤志 TEL 0463-53-1211 FAX

会社名 松本運輸機工㈱ 役職 常務取締役 輸送形態

いそざき　としや 青年役職 事務局 所在地 222-8510

礒嵜　稔也 TEL 045-471-5511 FAX

会社名 (一社)神奈川県トラック協会 役職 輸送形態

地場・中距離・長距離 輸送品目 飲料

（一社）神奈川県トラック協会青年部会

1
横浜市中区日本大通15横浜朝日会館4階

045-663-2668 参加方法 WEB

2
横浜市瀬谷区阿久和南3-32-3

045-489-4415 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 海上コンテナ

3
横浜市神奈川区羽沢町975

045-350-2520 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 イベント部材

4
神奈川県横須賀市浦郷町5-2931-68

046-865-7048 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 精密機器

5
横浜市中区新山下3-8-45

045-622-9998 参加方法 WEB

中距離 輸送品目 海上コンテナ

6
横浜市港北区新横浜3-22-15

045-473-2005 参加方法 WEB

地場 輸送品目 家電

7
横浜市中区日本大通15横浜朝日会館4階

045-663-2668 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 飲料

8
横浜市金沢区鳥浜町4-8

045-774-3179 参加方法 WEB

地場 輸送品目 消耗品

9
横浜市瀬谷区阿久和南1-24-5

045-364-7882 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 建設機器

10
千葉県浦安市港76-1メディカル流通センター東京

047-303-3628 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 医薬品

11
横浜市中区かもめ町61-1

045-623-3788 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 海上コンテナ

12
川崎市川崎区旭町1-13-7-203

044-201-6402 参加方法 WEB

地場 輸送品目 生コンクリート

13
神奈川県横須賀市長井1-17-4

046-856-4650 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 秘匿車両

14
横浜市港南区笹下1-5-9

045-847-0740 参加方法 WEB

中距離 輸送品目 一般雑貨

15
神奈川県横須賀市浦郷町5-2931-6

046-865-0520 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 自動車部品

16
神奈川県平塚市四之宮4-12-4

0463-53-1520 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 一般貨物

17
横浜市港北区新横浜2-11-1トラック総合会館５階

045-471-9055 参加方法 WEB

輸送品目

やまもと　こうじ 青年役職 会長 所在地 520-3043

山本　晃司 TEL 077-554-7788 FAX

会社名 ㈱雅産商 役職 代表取締役 輸送形態 地場 輸送品目 木材

滋賀県トラック青年協議会

1
滋賀県栗東市林502-1

077-554-7790 参加方法 WEB
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おおつき　じゅんいち 青年役職 相談役 所在地 541-0059

大槻　淳一 TEL 06-6261-5271 FAX

会社名 共立運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

たに　みねのり 青年役職 相談役 所在地 533-0004

谷　峰範 TEL 06-6329-3732 FAX

会社名 日隆運輸㈱ 役職 取締役 輸送形態

はやし　えいじ 青年役職 部会長 所在地 551-0013

林　英司 TEL 06-6555-3315 FAX

会社名 宏栄産業㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ふじい　えいじ 青年役職 副部会長 所在地 556-0027

藤井　栄二 TEL 06-6562-0221 FAX

会社名 昭和合同貨物㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

なかむら　はじめ 青年役職 副部会長 所在地 572-0022

中邨　一 TEL 072-837-7739 FAX

会社名 ㈱ユタカ 役職 代表取締役 輸送形態

たなか　ひろき 青年役職 副部会長 所在地 559-0025

田中　宏紀 TEL 06-6682-2511 FAX

会社名 日誠商運㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ひこの　しゅうじ 青年役職 副部会長 所在地 590-0521/590-0525

彦野　修二 TEL 072-483-6327/072-483-8686 FAX

会社名 ㈲泉州急送/丸大通商㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

みたむら　なおき 青年役職 役員 所在地 551-0021

三田村　直樹 TEL 06-6551-2454 FAX

会社名 ㈲三愛 役職 取締役 輸送形態

いしはら　かずひこ 青年役職 所在地 536-0008

石原　効彦 TEL 06-6936-6081 FAX

会社名 石原急配 役職 代表 輸送形態

おおしろ　りょうた 青年役職 所在地 551-0023

大城　良太 TEL 06-6551-0613 FAX

会社名 ㈲大恵ユニック 役職 代表取締役 輸送形態

地場 輸送品目 雑貨

（一社）大阪府トラック協会青年部会

1
大阪府大阪市中央区博労町1-3-2

06-6261-5274 参加方法 WEB

2
大阪府大阪市東淀川区小松2-7-7

06-6328-1641 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 食品、精密機械、括大品

3
大阪府大阪市大正区小林西1-9-4

06-6555-3312 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 鉄鋼、金属製品

4
大阪府大阪市浪速区木津川1-5-25

06-6562-0305 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 一般雑貨等

5
大阪府寝屋川市緑町23-9

072-837-7799 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 医薬品

6
大阪府大阪市住之江区平林南2-4-5

06-6682-0276 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 鉄鋼、金属製品

7
大阪府泉南市樽井3-33-5/大阪府泉南市馬場2-29-11

072-483-0391/072-482-6161 参加方法 WEB

地場 輸送品目 日用品、雑貨

8
大阪府大阪市大正区南恩加島6-3-1-506

06-6555-2133 参加方法 WEB

地場 輸送品目 鋼材

9
大阪府大阪市城東区関目3-12-3

06-6936-6082 参加方法 WEB

地場 輸送品目 空調機器

10
大阪府大阪市大正区鶴町1-8-1

06-6555-1248 参加方法 WEB

地場 輸送品目 建設資材

のじま　としき 青年役職 直前会長 所在地 640-0112

野嶋　利基 TEL 073-455-1530 FAX

会社名 ㈲野嶋運送 役職 代表取締役 輸送形態

おおはら　のぶき 青年役職 会長 所在地 640-0413

大原　伸規 TEL 0736-64-2120 FAX

会社名 ㈲大原運送 役職 代表取締役社長 輸送形態

地場 輸送品目 一般雑貨

和歌山県トラック協会青年協議会

1
和歌山県和歌山市西庄５１６番地－１

073-455-0200 参加方法 来場

2
和歌山県紀の川市貴志川町神戸２３－１

0736-64-7624 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 一般雑貨

のりもと　よしひろ 青年役職 部会長 所在地 683-0851

乗本　義洋 TEL 0859-29-9813 FAX

会社名 小椋運送㈲ 役職 専務取締役 輸送形態 中距離 輸送品目 農水産品（野菜）

（一社）鳥取県トラック協会青年部会

1
鳥取県米子市夜見町2497-5

0859-29-9738 参加方法 来場

まさいわ  たく 青年役職 会長 所在地 702-8052

政岩  卓 TEL 086-239-7899 FAX

会社名 ㈱丸政荷役 役職 代表取締役 輸送形態

しもはら  まさたか 青年役職 幹事 所在地 713-8103

下原  將貴 TEL 086-526-7890 FAX

会社名 ㈱ショウエイ 役職 常務取締役 輸送形態

まえだ  しゅんや 青年役職 所在地 702-8005

前田  駿弥 TEL 086-276-7269 FAX

会社名 ㈱前田物流サービス 役職 取締役部長 輸送形態

3
岡山市中区江崎493-1

086-276-0336 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 加工食品

2
倉敷市玉島乙島新湊8256-27

086-526-7899 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 鉄骨

地場 輸送品目 食品

（一社）岡山県トラック協会青年協議会

1
岡山市南区市場1-1

086-239-7699 参加方法 WEB
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ひえだ　けんご 青年役職 会長 所在地 675-0314

稗田　健吾 TEL 079-453-1510 FAX

会社名 ワールドライン㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

こばやし　まこと 青年役職 副会長 所在地 657-0862

小林　誠 TEL 078-821-1011 FAX

会社名 南部運送㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

たしょうじ　ともひろ 青年役職 相談役 所在地 679-1102

田正司　知祐 TEL 0795-30-0120 FAX

会社名 ㈱新興商運 役職 代表取締役 輸送形態

わたなべ　まこと 青年役職 監事 所在地 669-3305

渡邉　誠 TEL 0795-72-2393 FAX

会社名 崇広運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ふじもと　とよひさ 青年役職 評議員 所在地 663-8241

藤本　豊久 TEL 0798-23-2124 FAX

会社名 津門㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

きみなみ　しんいち 青年役職 所在地 679-4343

木南　晋一 TEL 0791-75-1212 FAX

会社名 ㈱新宮運送 役職 取締役営業部長 輸送形態

なかの　けいすけ 青年役職 所在地 663-8124

中野　恵介 TEL 0798-45-5780 FAX

会社名 三光運送㈱ 役職 取締役 輸送形態

たにぐち　やすし 青年役職 所在地 663-8227

谷口　泰史 TEL 0798-22-7800 FAX

会社名 ㈱ユービーエム 役職 常務取締役 輸送形態

8
兵庫県西宮市今津出在家町9-20

0798-22-2194 参加方法 WEB

地場 輸送品目 食品

7
兵庫県西宮市小松南町1-4-3

0798-44-2121 参加方法 WEB

地場 輸送品目 食料品

6
兵庫県たつの市新宮町大屋668-12

0791-75-0929 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 化学品

5
兵庫県西宮市津門大塚町6-25

0798-35-1394 参加方法 WEB

地場・長距離 輸送品目 食品

4
兵庫県丹波市柏原町下小倉960

0795-72-2567 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 化学製品

3
兵庫県多可郡多可町中区安楽田663

0795-30-0121 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 機械部品・金型

2
兵庫県神戸市灘区浜田町1-1-1

078-821-0261 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 新聞

地場・中距離・長距離 輸送品目 プラスチック製品

（一社）兵庫県トラック協会青年部協議会

1
兵庫県加古川市志方町上冨木792-1

079-453-1513 参加方法 WEB

たに　ますみ 青年役職 部会長 所在地 771-5170

谷　真澄 TEL 0884-25-0231 FAX

会社名 加茂谷運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態 地場・中距離・長距離 輸送品目 紙・紙加工品

徳島県トラック協会青年部

1
徳島県阿南市楠根町津越182

0884-35-1005 参加方法 来場

みやもと　まさなお 青年役職 会長 所在地 762-0042

宮本　昌尚 TEL 0877-46-2326 FAX

会社名 四国輸送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

うえの　よしき 青年役職 副会長 所在地 761-8001

上野　由喜 TEL 087-882-2620 FAX

会社名 ㈲由栄建興 役職 代表取締役社長 輸送形態

地場 輸送品目 建設機械

（一社）香川県トラック協会青年協議会

1
香川県坂出市白金町3-1-22

0877-46-2968 参加方法 WEB

2
香川県高松市亀水町53-1

087-816-1259 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 建築資材

みやがわ　つとむ 青年役職 理事 所在地 795-0046

宮河　力 TEL 0893-26-0881 FAX

会社名 ㈲合田運送 役職 代表取締役社長 輸送形態 中距離・長距離 輸送品目 青果/冷凍食品

愛媛県トラック協会　青年協議会

1
愛媛県大洲市春賀甲584-6

26-0882 参加方法 WEB

きし　ようへい 青年役職 部会長 所在地 781-0270

岸　　洋平 TEL 088-842-0101 FAX

会社名 高知県第一運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ほりかわ　たかゆき 青年役職 副部会長 所在地 780-8031

堀川　貴由 TEL 088-833-0051 FAX

会社名 ㈲寿運送 役職 代表取締役 輸送形態

きたおか　ひさし 青年役職 副部会長 所在地 783-0055

北岡　久志 TEL 088-862-3333 FAX

会社名 中央運送㈱ 役職 常務取締役 輸送形態

たのうち　けいた 青年役職 副部会長 所在地 783-0084

田内　敬太 TEL 088-865-0161 FAX

会社名 香長運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

長距離 輸送品目 建材

（一社）高知県トラック協会青年部会

1
高知県高知市長浜５０３３－２１

088-842-0250 参加方法 WEB

2
高知県高知市大原町７９－７

088-833-0063 参加方法 WEB

地場 輸送品目 引越

3
高知県南国市双葉台５－２

088-862-2838 参加方法 WEB

長距離 輸送品目 園芸

4
高知県南国市稲生７６０

088-865-0162 参加方法 WEB

地場 輸送品目 石灰
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こが　だいすけ 青年役職 代表幹事 所在地 839-0824

古賀　大輔 TEL 0942-47-0737 FAX

会社名 丸善海陸運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態 地場・中距離・長距離 輸送品目 農水産品、林産品

福岡県トラック青年協議会

1
久留米市善導寺町飯田829-1

0942-47-5139 参加方法 WEB

たけとみ　こういち 青年役職 監事 所在地 849-0204

武富　孝一 TEL 0952-68-2141 FAX

会社名 協業組合九州ロジテックカーゴ 役職 管理本部長理事 輸送形態

みやはら　たくみ 青年役職 所在地 849-0905

宮原　巧 TEL 0952-71-8265 FAX

会社名 ㈲ケイライン 役職 取締役 輸送形態

2
佐賀県佐賀市金立町大字千布3134-5

0952-71-8266 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 雑貨・家電

地場・中距離 輸送品目 紙パルプ

（公社）佐賀県トラック協会青年部会

1
佐賀県佐賀市久保田町大字久保田1

0952-68-3896 参加方法 WEB

ながの　かずとも 青年役職 会長 所在地 859-2412

永野　一智 TEL 0957-85-2275 FAX

会社名 ㈲有馬運送 役職 代表取締役 輸送形態

いちえ　まさのり 青年役職 理事 所在地 850-0075

市江　優憲 TEL 095-894-8703 FAX

会社名 長崎運送㈱ 役職 取締役 輸送形態

はらの　けんいちろう 青年役職 事務局 所在地 851-0131

原野　謙一郎 TEL 095-838-2281 FAX

会社名 (公社)長崎県トラック協会 役職 輸送形態

かわなみ　あずみ 青年役職 事務局 所在地 851-0131

川浪　梓美 TEL 095-838-2281 FAX

会社名 (公社)長崎県トラック協会 役職 輸送形態

4
長崎県長崎市松原町2651-3

095-839-8508 参加方法 WEB

輸送品目

3
長崎県長崎市松原町2651-3

095-839-8508 参加方法 WEB

輸送品目

長距離 輸送品目 青果物

長崎県トラック協会青年部新成会

1
長崎県南島原市南有馬町乙2393

0957-85-3274 参加方法 来場

2
長崎県長崎市西泊町22-38

095-894-8712 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 飲料、機械、鉄鋼・金属製品
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やまざき　こうじ 青年役職 直前部会長 所在地 437-0065

山﨑　康二 TEL 0538-43-3050 FAX

会社名 ㈱サンワネッツ 役職 専務取締役 輸送形態

えんどう　いちろう 青年役職 部会長 所在地 410-1118

遠藤　一郎 TEL 055-992-2068 FAX

会社名 中駿自動車運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

えんどう　たろう 青年役職 副部会長 所在地 424-0212

遠藤　太朗 TEL 054-369-1191 FAX

会社名 興津貨物自動車運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

たかとり　けい 青年役職 副部会長/西部支部部会長 所在地 431-1304

高取　慶 TEL 053-527-3700 FAX

会社名 ㈱北信 役職 代表取締役 輸送形態

こいかり　あきら 青年役職 前部会長 所在地 438-0114

小碇　明 TEL 0539-62-5945 FAX

会社名 ㈱ケー 役職 常務取締役 輸送形態

わたなべ　しょうご 青年役職 東部支部部会長 所在地 410-0302

渡邉　昇吾 TEL 055-920-2823 FAX

会社名 サカエ運輸㈲ 役職 代表取締役社長 輸送形態

いわせ　みつまさ 青年役職 所在地 410-1104

岩瀨　光正 TEL 055-997-2902 FAX

会社名 福松屋運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

いとう　あきひろ 青年役職 所在地 411-0912

伊藤　諒弥 TEL 055-972-8885 FAX

会社名 優伸運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

かとう　たくみ 青年役職 所在地 411-0824

加藤　巧 TEL 055-977-2857 FAX

会社名 ㈱田中運輸 役職 取締役 輸送形態

こせき　ゆうき 青年役職 富士支部部会長 所在地 417-0847

小関　悠樹 TEL 0545-38-0024 FAX

会社名 東栄運輸㈱ 役職 取締役 輸送形態

あきやま　なおや 青年役職 所在地 418-0044

秋山　尚也 TEL 0544-24-8014 FAX

会社名 丸王運輸㈱ 役職 取締役 輸送形態

たむら　たかゆき 青年役職 所在地 417-0024

田村　高之 TEL 0545-52-0492 FAX

会社名 ㈲田村運送店 役職 専務 輸送形態

もり　だいき 青年役職 所在地 418-0035

森　大樹 TEL 0544-26-4744 FAX

会社名 ヤマト運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

こばやし　しょう 青年役職 清庵支部部会長 所在地 424-0035

小林　奨 TEL 054-364-3333 FAX

会社名 新生トランスポート㈱ 役職 取締役業務部長 輸送形態

くぼた　みつひこ 青年役職 所在地 424-0206

久保田　充彦 TEL 054-369-2281 FAX

会社名 鈴与自動車運送㈱ 役職 業務推進役 輸送形態

まちだ　なおや 青年役職 静岡支部部会長 所在地 421-0135

町田　直弥 TEL 054-269-4148 FAX

会社名 ㈱ノーベル 役職 代表取締役 輸送形態

ふじた　かずや 青年役職 所在地 421-0126

藤田　和也 TEL 054-259-4121 FAX

会社名 用宗運輸㈱ 役職 部長 輸送形態

しまもと　みちや 青年役職 所在地 426-0007

嶌本　倫也 TEL 054-295-5511 FAX

会社名 ㈱嶌本運輸 役職 代表取締役 輸送形態

2
静岡県裾野市佐野1036

055-992-2250 参加方法 来場

中距離・長距離 輸送品目 設備

地場・中距離 輸送品目 輸送機械、同部品

（一社）静岡県トラック協会青年部会

1
静岡県袋井市堀越350-1

0538-43-3038 参加方法 来場

3
静岡県静岡市清水区八木間町817-1

054-369-5711 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 木材、木製品

4
静岡県浜松市北区細江町中川7172-32

053-527-3701 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 輸送機械、同部品

5
静岡県磐田市合代島1163

0539-62-5946 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 鉄鋼、金属製品

6
静岡県沼津市東椎路610-1

055-929-6836 参加方法 来場

地場 輸送品目 食品

7
静岡県裾野市今里302-3

055-997-2908 参加方法 来場

中距離・長距離 輸送品目 金属加工品

8
静岡県駿東郡清水町卸団地6

055-972-8865 参加方法 来場

中距離・長距離 輸送品目 食品

9
静岡県三島市長伏111-1

055-977-2953 参加方法 WEB

長距離 輸送品目 非鉄金属

10
静岡県富士市比奈341-1

0545-38-2979 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 家庭紙製品

11
静岡県富士宮市大中里1772-5

0544-24-4169 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 紙製品

12
静岡県富士市八代町9-1

0545-52-0043 参加方法 来場

中距離 輸送品目 薬品

13
静岡県富士宮市星山984-1

0544-23-8050 参加方法 来場

中距離 輸送品目 巻取

14
静岡県静岡市清水区横砂南町1-21

054-366-1415 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 食品原料、その他

15
静岡県静岡市清水区興津清見寺町1375-51

054-369-4737 参加方法 来場

中距離 輸送品目 海上コンテナ

16
静岡県静岡市駿河区小坂1056-1

054-269-4149 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 加工食品

17
静岡県静岡市駿河区用宗巴町1-1

054-257-0856 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 加工食品

18
静岡県藤枝市潮310-1

054-645-1010 参加方法 WEB

地場 輸送品目 木材、木製品
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こんどう　かずなり 青年役職 所在地 420-0803

近藤　一成 TEL 054-247-4822 FAX

会社名 ㈱一乃瀬運輸 役職 取締役部長 輸送形態

あおき　かつき 青年役職 所在地 422-8034

青木　香月 TEL 054-236-0561 FAX

会社名 ㈲静岡急便 役職 運行管理者 輸送形態

すぎもと　たつや 青年役職 所在地 422-8046

杉本　達哉 TEL 054-287-5598 FAX

会社名 ㈱キャリーサービス 役職 代表取締役 輸送形態

かさはら　やすよし 青年役職 監事/中部支部部会長 所在地 421-0501

笠原　康義 TEL 0548-27-3336 FAX

会社名 ㈱笠原産業 役職 専務取締役 輸送形態

なかむら　たける 青年役職 監事/中遠支部部会長 所在地 438-0234

中村　多希留 TEL 0538-67-1522 FAX

会社名 ㈱キャリスター 役職 代表取締役 輸送形態

あおやま　ともひろ 青年役職 所在地 438-0016

青山　智博 TEL 0538-34-0190 FAX

会社名 遠州協同運輸倉庫㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

ひろの　ゆきのぶ 青年役職 所在地 438-0804

廣野　行伸 TEL 0538-36-2339 FAX

会社名 エージーエス㈱ 役職 配送部次長 輸送形態

おおいし　たかし　 青年役職 所在地 437-0066

大石　貴士 TEL 0538-31-3737 FAX

会社名 ㈱アイ・エス・ライン 役職 代表取締役 輸送形態

まきの　たかひろ 青年役職 所在地 437-1424

牧野　隆広 TEL 0537-72-3834 FAX

会社名 大浜運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

むらかみ　こうすけ 青年役職 所在地 432-8053

村上　広祐 TEL 053-441-4361 FAX

会社名 日本荷造運送㈱ 役職 営業次長 輸送形態

かとう　こうた 青年役職 所在地 435-0002

加藤　浩太 TEL 053-422-5005 FAX

会社名 ウェルポート㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

わたなべ　つよし 青年役職 北遠支部部会長 所在地 434-0012

渡辺　豪 TEL 053-489-7676 FAX

会社名 天竜自動車運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

すずき　たかひこ 青年役職 所在地 435-0002

鈴木　貴彦 TEL 053-421-6471 FAX

会社名 遠州西濃運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

まにわ　ひろむ 青年役職 事務局 所在地 422-8510

間庭　大夢 TEL 054-283-1910 FAX

会社名 (一社)静岡県トラック協会 役職 輸送形態

（一社）静岡県トラック協会青年部会

19
静岡県静岡市葵区千代田2丁目7-15

054-247-4829 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 加工食品

20
静岡県静岡市駿河区高松2-14-2

054-237-8703 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 日用品

21
静岡県静岡市駿河区中島2859-1

054-287-5121 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 コピー機

22
静岡県牧之原市東萩間2831-1

0548-27-3233 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 加工食品

23
静岡県磐田市掛塚1767-2

0538-67-1533 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 住宅資材

24
静岡県磐田市岩井2382-3

0538-37-7555 参加方法 来場

中距離 輸送品目 飲料等

25
静岡県磐田市加茂146-1

0538-36-2332 参加方法 来場

中距離 輸送品目 冷凍食品

26
静岡県袋井市山科3415-1

0538-31-3738 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 飲料等

27
静岡県掛川市浜野2684-1

0537-72-4496 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 化学製品、ゴム製品

28
静岡県浜松市南区法枝町335

053-441-4362 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 輸送機械、同部品

29
静岡県浜松市東区白鳥町492-1

053-422-5004 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 電気部品、自動車部品

30
静岡県浜松市浜北区中瀬7135-64

053-489-7678 参加方法 来場

中距離 輸送品目 自動車部品

31
静岡県浜松市東区白鳥町245

053-422-1810 参加方法 来場

地場 輸送品目 雑貨

32
静岡県静岡市駿河区池田126-4

054-283-1917 参加方法 来場

輸送品目
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ほそえ　よしえ 青年役職 部会長 所在地 498-0063

細江　良枝 TEL 0567-68-1166 FAX

会社名 桜運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

よしの　もとやす 青年役職 副部会長 所在地 462-0038

吉野　元康 TEL 052-911-7591 FAX

会社名 吉正運輸倉庫㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

すぎえ　りゅうた 青年役職 副部会長 所在地 455-0028

杉江　竜太 TEL 052‐612‐2289 FAX

会社名 ㈱オーエヌトランス 役職 代表取締役社長 輸送形態

かたばみ　まさゆき 青年役職 企画委員長 所在地 470-1141

方喰　理将 TEL 0562-74-1941 FAX

会社名 ㈱テスコ 役職 代表取締役社長 輸送形態

なかい　かつゆき 青年役職 研修委員長 所在地 491-0053

中井　勝之 TEL 0586-85-6466 FAX

会社名 ㈱銀正 役職 代表取締役 輸送形態

まつだ　もとゆき 青年役職 事業委員長 所在地 463-0048

松田　元幸 TEL 052-791-2100 FAX

会社名 東春運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

やまだ　すすむ 青年役職 監事 所在地 485-0075

山田　享 TEL 0568-73-8899 FAX

会社名 ㈲ヤマコン 役職 代表取締役 輸送形態

にしかげ　あつのり 青年役職 直前部会長 所在地 485-0029

西影　篤範 TEL 0568-74-3222 FAX

会社名 ㈱ホーコー 役職 代表取締役 輸送形態

いわた　まさのり 青年役職 第一支部代表 所在地 460-0012

岩田　昌典 TEL 052-321-2526 FAX

会社名 岩田運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

さとう　もとのぶ 青年役職 第三支部代表 所在地 455-0032

佐藤　元宣 TEL 052-661-4371 FAX

会社名 三英運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

まるかわ　はるか 青年役職 尾東支部代表 所在地 485-0084

丸川　悠 TEL 0568-72-3552 FAX

会社名 名備運輸㈱ 役職 取締役 輸送形態

たまこし　よしのり 青年役職 尾西支部代表 所在地 483-8121

玉腰　善紀 TEL 0587-54-0700 FAX

会社名 一宮急配㈱ 役職 取締役 輸送形態

ほその　ゆきお 青年役職 企画委員会副委員長 所在地 485-0059

細野　幸生 TEL 0568-72-5539 FAX

会社名 名北陸運㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

いしがみ　よしゆき 青年役職 事業委員会副委員長 所在地 481-0039

石神　好敬 TEL 0568-24-1315 FAX

会社名 ㈲中部エムティサービス 役職 常務取締役 輸送形態

おだ　せいじ 青年役職 研修委員会副委員長 所在地 463-0079

小田　聖二 TEL 052-793-4301 FAX

会社名 光洋運輸㈱ 役職 事業部　次長 輸送形態

ののやま　しんわ 青年役職 研修委員会副委員長 所在地 472-0055

野々山　晋和 TEL 0566-81-0780 FAX

会社名 野々山運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

いそがわ　じゅん 青年役職 所在地 490-1444

五十川　潤 TEL 0567-57-0781 FAX

会社名 共同運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

かわかみ　だいすけ 青年役職 所在地 489-0916

川上　大輔 TEL 0561-82-6155 FAX

会社名 丸五運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

18
愛知県瀬戸市平町2-72

0561-82-4799 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 窯業原料

17
愛知県海部郡飛島村木場2-98

0567-57-0780 参加方法 来場

地場 輸送品目 自動車系鋼材

16
愛知県知立市鳥居2-12-5

0566-81-3205 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 設備機械

15
愛知県名古屋市守山区幸心4丁目502番

052-793-8366 参加方法 来場

地場, 中距離 輸送品目 新聞

14
愛知県北名古屋市法成寺法師堂115

0565-24-1425 参加方法 来場

地場, 中距離 輸送品目 日用品

13
愛知県小牧市小木東2丁目249

0568-72-3784 参加方法 来場

地場, 中距離 輸送品目 冷蔵食品

12
愛知県江南市曽本町二子74

0587-54-0719 参加方法 来場

地場 輸送品目 食品

11
愛知県小牧市入鹿出新田312-1

0568-73-1154 参加方法 来場

地場 輸送品目 自動車部品

10
愛知県名古屋市港区入船二丁目2番14号

052-661-7333 参加方法 来場

地場 輸送品目 セメント

9
愛知県名古屋市中区千代田4-18-23

052-331-7793 参加方法 来場

地場, 中距離, 長距離 輸送品目 建材

8
愛知県小牧市中央6-339加藤ビル１Ｆ

0568-74-5011 参加方法 来場

地場 輸送品目 日用品

7
愛知県小牧市三ツ渕718

0568-73-8898 参加方法 来場

地場 輸送品目 ガス器具の部品輸送

6
愛知県名古屋市守山区小幡南2丁目6番15号

052-791-0357 参加方法 来場

地場 輸送品目 一般廃棄物

5
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字河原33

0586-85-6477 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日用品

4
愛知県豊明市阿野町惣作25番地1

0562-74-1942 参加方法 来場

地場 輸送品目 工業製品

3
名古屋市港区潮見町37‐39

052-611-5252 参加方法 来場

地場 輸送品目 石油製品

地場 輸送品目 海上コンテナ

（一社）愛知県トラック協会青年部会

1
愛知県弥富市東末広9-51

0567-68-1169 参加方法 来場

2
愛知県名古屋市北区稚児宮通1-41

052-911-9856 参加方法 来場

地場, 中距離 輸送品目 建築資材
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きまた　つよし 青年役職 所在地 463-0079

木全　剛 TEL 052-794-5700 FAX

会社名 協立運輸㈱ 役職 次長 輸送形態

ごうし　ひろのしん 青年役職 所在地 470-1101

郷司　廣之進 TEL 090-8189-6555 FAX

会社名 巴運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

すぎやま　たかし 青年役職 所在地 464-0850

杉山　孝史 TEL 052-741-6331 FAX

会社名 森洋運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

ながい　ひでひと 青年役職 所在地 446-0071

永井　秀人 TEL 0566-98-0880 FAX

会社名 ㈲ドゥイット 役職 代表取締役 輸送形態

やすだ　みちのぶ 青年役職 副部会長 所在地 457-0841

安田　路信 TEL 052-692-3301 FAX

会社名 大成運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

いちかわ　しげと 青年役職 第二支部代表 所在地 457-0863

市川重人 TEL 052-691-6356 FAX

会社名 南星キャリックス㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

みぞぐち　しんいちろう 青年役職 西三支部代表 所在地 446-0008

溝口　信一郎 TEL 0566-98-5431 FAX

会社名 三河清掃㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

いけがみ　よしはる 青年役職 所在地 473-0906

池上　嘉治 TEL 0565-51-6377 FAX

会社名 ㈱高山梱包 役職 統括本部長 輸送形態

おがさわら　ひとし 青年役職 所在地 497-0044

小笠原　仁 TEL 0567-96-0711 FAX

会社名 港大宝運輸㈱ 役職 常務取締役 輸送形態

じんの　ひろのぶ 青年役職 所在地 470-0225

神野　弘信 TEL 0561-34-7107 FAX

会社名 ㈱NTサービス 役職 営業本部部長 輸送形態

すずき　えいのすけ 青年役職 所在地 486-0916

鈴木　英之亮 TEL 0568-32-6970 FAX

会社名 ㈱速水運輸 役職 取締役部長 輸送形態

たかやま　しゅんいち 青年役職 所在地 485-0822

高山　俊一 TEL 0568-78-2050 FAX

会社名 高山産業運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ふくた　しげき 青年役職 所在地 485-0082

福田　茂樹 TEL 0568-42-1318 FAX

会社名 ㈱トップライン 役職 業務課長 輸送形態

まぶち　ともひろ 青年役職 所在地 453-0825

馬渕　智博 TEL 052-471-0611 FAX

会社名 ㈱宇徳組 役職 代表取締役 輸送形態

かねこ　やすし 青年役職 所在地 467-8555

金子　靖志 TEL 052-825-5000 FAX

会社名 (一社)愛知県トラック協会 役職 常務理事 輸送形態

はせがわ　ともかず 青年役職 所在地 467-8555

長谷川　智一 TEL 052-825-5000 FAX

会社名 (一社)愛知県トラック協会 役職 部長 輸送形態

いいだ　ひろき 青年役職 所在地 467-8555

飯田　浩貴 TEL 052-825-5000 FAX

会社名 (一社)愛知県トラック協会 役職 主任 輸送形態

34
名古屋市瑞穂区新開町12-6

052-825-5077 参加方法 来場

輸送品目

33
名古屋市瑞穂区新開町12-6

052-825-5077 参加方法 来場

輸送品目

30
愛知県小牧市上末字山中277－1

0568-78-2053 参加方法 WEB

地場 輸送品目 一般雑貨

29
愛知県春日井市美濃町3丁目62番地

0568-32-3711 参加方法 WEB

地場 輸送品目 重機輸送

28
愛知県みよし市福田町井ケ谷境24-3

0561-34-7107 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 部品

27
愛知県海部郡蟹江町蟹江新田道東12番地

0567-96-0787 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 液化石油ガス

26
愛知県豊田市竹町蔵福12-2

0565-51-6378 参加方法 WEB

地場, 中距離, 長距離 輸送品目 食品

25
愛知県安城市東栄町五丁目21番地22

0566-98-2610 参加方法 WEB

地場 輸送品目 産業廃棄物

24
名古屋市南区豊一丁目49-10

052-691-6282 参加方法 WEB

地場 輸送品目 自動車部品

23
愛知県名古屋市南区豊田5-17-13

052-692-4364 参加方法 WEB

地場, 中距離 輸送品目 自動車部品

22
愛知県安城市今池町1-17-4 グローリアス505

0566-97-0809 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 雑貨

21
愛知県名古屋市千種区今池1-20-18

052-741-6330 参加方法 来場

中距離 輸送品目 液体工業薬品

20
愛知県豊明市沓掛町前田6-1

0562-92-2864 参加方法 来場

地場 輸送品目 学校給食

19
愛知県名古屋市守山区幸心4丁目438番地

052-794-5766 参加方法 来場

長距離 輸送品目 冷凍食品

（一社）愛知県トラック協会青年部会

31
愛知県小牧市村中葭池1244-1

0568-42-1319 参加方法 WEB

地場 輸送品目 雑貨

32
愛知県名古屋市中村区沖田町182

052-471-0615 参加方法 WEB

地場 輸送品目 自動車部品

35
名古屋市瑞穂区新開町12-6

052-825-5077 参加方法 来場

輸送品目
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みずたに　あつし 青年役職 部会長 所在地 510-0894

水谷　篤司 TEL 059-345-0431 FAX

会社名 ㈱水谷運輸倉庫 役職 代表取締役 輸送形態

わたなべ　やすゆき 青年役職 副部会長 所在地 510-0954

渡辺　康之 TEL 059-346-3733 FAX

会社名 三昌運輸倉庫㈱ 役職 営業課長 輸送形態

すずえ　かずまさ 青年役職 副部会長 所在地 510-0951

鈴江　数正 TEL 059-347-0515 FAX

会社名 東電運輸㈱ 役職 代表取締役専務 輸送形態

ふかやま　ひろし 青年役職 副部会長 所在地 518-0602

深山　浩司 TEL 0595-65-7216 FAX

会社名 深山運送㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

いとう　こういち 青年役職 幹事 所在地 510-8111

伊藤　公一 TEL 059-364-2022 FAX

会社名 ㈱暁興産 役職 専務取締役 輸送形態

あきやま　そういちろう 青年役職 監査役 所在地 511-0934

秋山　総一郎 TEL 0594-31-3741 FAX

会社名 秋山運輸㈱ 役職 取締役専務 輸送形態

やまだ　しんご 青年役職 幹事 所在地 510-0845

山田　慎吾 TEL 059-345-4571 FAX

会社名 ㈲まるじ運輸 役職 専務取締役 輸送形態

あおき　ゆうじ 青年役職 幹事 所在地 510-0805

青木　佑司 TEL 059-331-0031 FAX

会社名 ㈱むつみ運輸 役職 営業本部長 輸送形態

あおやま　よしかず 青年役職 顧問 所在地 514-1255

青山　好一 TEL 059-256-1337 FAX

会社名 ㈲青山商店荷役 役職 代表取締役 輸送形態

いとう　まさし 青年役職 所在地 513-0835

伊藤　将志 TEL 059-379-2133 FAX

会社名 伊藤商運㈲ 役職 代表取締役社長 輸送形態

わたなべ　たすく 青年役職 所在地 513-0825

渡辺　丞 TEL 059-392-7555 FAX

会社名 ㈲エース 役職 所長 輸送形態

むらき　たかや 青年役職 所在地 510-0103

村木　尚哉 TEL 059-397-5935 FAX

会社名 新成運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ないとう　ひろき 青年役職 事務局 所在地 510-0064

内藤　宏樹 TEL 059-353-4522 FAX

会社名 (一社)三重県トラック協会 役職 輸送形態

2
三重県四日市市采女町春雨3218

059-346-5451 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 飼料

地場・中距離 輸送品目 自動車部品

（一社）三重県トラック協会青年部会

1
三重県四日市市泊村1241-12

059-345-0560 参加方法 来場

3
三重県四日市市小古曽東2丁目3-34

059-347-0528 参加方法 WEB

地場 輸送品目 自動車部品

4
三重県名張市東田原字頭界2617-1

0595-65-4733 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 自動車部品

5
三重県三重郡川越町大字当新田623

059-364-2230 参加方法 来場

中距離 輸送品目 石油化学製品

6
三重県桑名郡大字赤尾60

0594-31-3739 参加方法 WEB

地場 輸送品目 飲料等

7
三重県四日市市海山道町3-33

059-345-4578 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 重量物

8
三重県四日市市東阿倉川822-4

059-331-0613 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 自動車部品

9
三重県津市庄田町1915

059-256-3627 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 加工食品

10
三重県鈴鹿市平野町7744-13

059-379-1719 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 鉄関係

11
三重県鈴鹿市住吉町5789-2

059-392-7557 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 自動車部品

12
三重県四日市市楠町北五味塚392-1

059-397-5950 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 化学製品

13
三重県四日市市新正4丁目8-8

059-353-4533 参加方法 来場

輸送品目
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いまなか　のりたか 青年役職 部会長 所在地 919-0305

今中　悟央 TEL 0776-41-4455 FAX

会社名 ㈲コーフク商運 役職 常務取締役 輸送形態

なかじま　たけのり 青年役職 副部会長 所在地 918-8203

中島　武紀 TEL 0776-54-5001 FAX

会社名 ㈲福井キャリー急送 役職 代表取締役 輸送形態

にし　ゆうき 青年役職 副部会長 所在地 919-0512

西　勇樹 TEL 0776-66-2700 FAX

会社名 ㈱HOPE 役職 代表取締役 輸送形態

さかもと　よしひろ 青年役職 監事 所在地 913-0031

坂本　佳宏 TEL 0776-81-3600 FAX

会社名 ㈱三国 役職 常務取締役 輸送形態

もりや　ひとし 青年役職 橋北支部長 所在地 918-8238

森谷　均 TEL 0776-23-6401 FAX

会社名 北陸運輸興業㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

はせがわ　かずのり 青年役職 所在地 910-0804

長谷川　和則 TEL 0776-97-8934 FAX

会社名 ㈲ハセガワ重建車輌 役職 代表取締役 輸送形態

なかむら　しゅんすけ 青年役職 所在地 914-0078

中村　俊介 TEL 0770-23-1261 FAX

会社名 中村運輸㈱ 役職 専務取締役 輸送形態

みずしま　まさよし 青年役職 所在地 919-0302

水島　正芳 TEL 0776-41-2500 FAX

会社名 北陸トラック運送㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

かわさき　しんや 青年役職 所在地 919-0302

川﨑　信也 TEL 0776-41-2500 FAX

会社名 北陸トラック運送㈱ 役職 広域営業部　部長 輸送形態

さじ　かくえい 青年役職 所在地 915-0857

佐治　覚栄 TEL 0778-21-3310 FAX

会社名 ひまわり運輸㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

しまづ　まさゆき 青年役職 丹南支部長 所在地 915-0873

島津　将行 TEL 0778-21-1800 FAX

会社名 ブルーライン㈱ 役職 課長 輸送形態

あおき　しんたろう 青年役職 所在地 910-0032

青木　伸太郎 TEL 0776-23-4576 FAX

会社名 ㈱福栄倉庫 役職 専務取締役 輸送形態

はしもと　としつぐ 青年役職 所在地 913-0004

橋本　敏嗣 TEL 0776-82-3303 FAX

会社名 ㈱澤村商事 役職 主任 輸送形態

なかば　しょうへい 青年役職 事務局 所在地 918-8115

中塲　翔平 TEL 0776-34-1713 FAX

会社名 (一社)福井県トラック協会 役職 輸送形態

2
福井県福井市上北野1-19-6

0776-52-0333 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 建築資材

地場・中距離 輸送品目 産業廃棄物

（一社）福井県トラック協会青年部会

1
福井県福井市徳光町36-5

0776-41-1103 参加方法 来場

3
福井県坂井市坂井町宮領51-24

0776-66-2730 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 化学製品

4
福井県坂井市三国町新保40-6

0776-82-7883 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 石油

5
福井県福井市和田2-923-2

0776-23-7397 参加方法 来場

地場 輸送品目 機械

6
福井県福井市高木中央2-2405

0776-97-8954 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 自動車

7
福井県敦賀市桜町6-26

0770-25-0806 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 電子部品

8
福井県福井市上細江20-1

0776-41-3544 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 雑貨

9
福井県福井市上細江町20-1

0776-41-3544 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 雑貨

10
福井県越前市四郎丸町65-1-1

0778-23-1340 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 建材

11
福井県越前市池ノ上町8-2

0778-21-1807 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 定期便

12
福井県福井市堀の宮1-608

0776-23-4267 参加方法 WEB

中距離 輸送品目 繊維製品

13
福井県坂井市三国町平山9-61

0776-82-3306 参加方法 WEB

中距離・長距離 輸送品目 鋼材

14
福井県福井市別所町17-18-1

0776-34-2136 参加方法 来場

輸送品目
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たぐち　こうたろう 青年役職 部会長 所在地 509-5202

田口　幸太郎 TEL 0572-57-3535 FAX

会社名 東海西濃運輸㈱ 役職 代表取締役社長 輸送形態

さとう　ひろあき 青年役職 副部会長 所在地 501-6338

佐藤　裕昭 TEL 058-398-7300 FAX

会社名 佐藤産業㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

すぎやま　きみひこ 青年役職 副部会長 所在地 501-1136

杉山　公彦 TEL 058-239-1423 FAX

会社名 ㈱むつみ 役職 代表取締役 輸送形態

なかしま　ひろみつ 青年役職 副部会長 所在地 501-3924

中嶋　宏光 TEL 0575-23-4817 FAX

会社名 ㈲岐阜通運 役職 専務取締役 輸送形態

やまもと　ひでふみ 青年役職 直前部会長 所在地 509-7204

山本　英史 TEL 0573-25-7770 FAX

会社名 ㈱山本急行 役職 代表取締役 輸送形態

のだ　のぶあき 青年役職 幹事 所在地 501-5304

野田　信明 TEL 0575-72-5397 FAX

会社名 ㈱農林産運輸 役職 取締役 輸送形態

ひろせ　こうじ 青年役職 幹事 所在地 501-0613

廣瀬　公二 TEL 0585-22-0407 FAX

会社名 揖斐運輸㈱ 役職 取締役営業部長 輸送形態

すえたけ　つとむ 青年役職 幹事 所在地 501-3305

末武　勤 TEL 0574-66-7755 FAX

会社名 ㈱ＰＭＰ 役職 代表取締役 輸送形態

まつおか　まさのり 青年役職 幹事 所在地 504-0034

松岡　雅倫 TEL 058-382-0006 FAX

会社名 各務原運輸㈱ 役職 輸送形態

まつお　ともかず 青年役職 幹事 所在地 501-0413

松尾　知和 TEL 058-323-1024 FAX

会社名 ㈱松尾商運 役職 代表取締役 輸送形態

おざわ　ちひろ 青年役職 幹事 所在地 509-7205

小澤　知洋 TEL 0573-26-2185 FAX

会社名 恵那貨物自動車運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

ひろせ　かずひで 青年役職 所在地 501-0222

広瀬　和秀 TEL 058-326-6611 FAX

会社名 中部急送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

やまだ　ありつね 青年役職 所在地 509-7122

山田　有恒 TEL 0573-28-2980 FAX

会社名 恵武急便㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

さわい　ひろゆき 青年役職 所在地 501-2601

澤井　宏行 TEL 0575-45-3013 FAX

会社名 ㈱アールエス 役職 代表取締役 輸送形態

やまふじ　けんすけ 青年役職 所在地 504-0854

山藤　健祐 TEL 058-322-4601 FAX

会社名 尾張陸運㈲ 役職 エリアマネージャー 輸送形態

やまだ　たくや 青年役職 所在地 503-0535

山田　琢哉 TEL 0584-56-0468 FAX

会社名 ㈲海津運送 役職 代表取締役 輸送形態

かねまつ　ひろゆき 青年役職 所在地 505-0072

兼松　寛之 TEL 0574-49-6116 FAX

会社名 ㈱かねかん商事 役職 代表取締役 輸送形態

かまだ　ひろまさ 青年役職 所在地 509-9232

鎌田　大将 TEL 0573-75-3377 FAX

会社名 ㈲鎌田物流サービス 役職 専務取締役 輸送形態

2
岐阜県羽島市堀津町須賀中31-2

058-398-7302 参加方法 来場

地場 輸送品目 発泡スチロール

地場・中距離・長距離 輸送品目 雑貨

（一社）岐阜県トラック協会青年部会

1
岐阜県土岐市下石町字西山304-912

0572-57-2200 参加方法 来場

3
岐阜県岐阜市黒野南3-76

058-239-8908 参加方法 来場

地場 輸送品目 プロパンガス

4
岐阜県関市迫間大平51-1

0575-23-4357 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 自動車部品

5
岐阜県恵那市長島町永田307-139

0573-25-7760 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 加工食品

6
岐阜県郡上市高鷲町鮎立134

0575-72-5398 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 青果物

7
岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山298-4

0585-22-0410 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日用雑貨

8
岐阜県加茂郡富加町滝田1172-32

0574-66-7756 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 日用雑貨

9
岐阜県各務原市那加浜見町1-45

058-389-2129 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 一般貨物、バラ車

10
岐阜県本巣市見延6-3

058-323-1860 参加方法 WEB

輸送品目

11
岐阜県恵那市長島町中野1251-78

0573-26-2186 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 空調設備、自動車部品、電柱

12
岐阜県瑞穂市別府2140-1

058-327-4309 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 プラスチック製品

13
岐阜県恵那市武並町竹折1648-8

0573-28-2990 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 鉄鋼・金属製品

14
岐阜県関市武芸川町谷口1545-1

0575-45-3014 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 家具、プラスチック製品

15
岐阜県各務原市蘇原野口町4-73-1

058-322-4602 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 自動車部品、建材

16
岐阜県海津市南濃町松山185-1

0584-56-2455 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 飲料

17
岐阜県加茂郡坂祝町大針529-11

0574-49-6068 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日用雑貨

18
岐阜県中津川市坂下1991-1

0573-75-3358 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日用雑貨



19 

 

 

にし　ようじ 青年役職 所在地 501-0466

西 　  詳司 TEL 058-323-7380 FAX

会社名 岐阜西運送㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

くろだ　かずなり 青年役職 所在地 501-6304

黒田　和成 TEL 058-201-7744 FAX

会社名 ㈱岐阜ロジック 役職 常務取締役 輸送形態

みずたに　かずひろ 青年役職 所在地 503-0628

水谷　和弘 TEL 0584-54-7585 FAX

会社名 サンセン運輸㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

きむら　のりまさ 青年役職 所在地 503-0004

木村　憲優 TEL 0584-82-3575 FAX

会社名 新東運輸㈲ 役職 課長 輸送形態

いび　つよし 青年役職 所在地 503-1325

衣斐　剛司 TEL 0584-33-2500 FAX

会社名 太陽物流㈱ 役職 取締役 輸送形態

もりかわ　たけちよ 青年役職 所在地 501-0565

森川　武千代 TEL 0585-32-3313 FAX

会社名 ㈲東海平成運輸 役職 代表取締役 輸送形態

あんどう　まさなお 青年役職 所在地 509-0131

安藤　政直 TEL 058-379-5065 FAX

会社名 ㈲トーノー 役職 代表取締役 輸送形態

おおほり　ゆうき 青年役職 所在地 501-0215

大堀　有輝 TEL 058-327-2272 FAX

会社名 ㈱ＮＥＸＴ 役職 専務取締役 輸送形態

はら　ゆうき 青年役職 所在地 508-0011

原　　優輝 TEL 0573-62-2501 FAX

会社名 ㈱原セントラルエクスプレス 役職 統括部長 輸送形態

はやかわ　ひでお 青年役職 所在地 508-0351

早川　英男 TEL 0573-82-3997 FAX

会社名 ㈲ひまわり急行 役職 輸送形態

いわもと　たかひろ 青年役職 所在地 503-2211

岩本　隆大 TEL 0584-71-1248 FAX

会社名 マルアイ運輸㈱ 役職 代表取締役専務 輸送形態

みずの　ひろやす 青年役職 所在地 509-5122

水野　博康 TEL 0572-55-1636 FAX

会社名 ㈲水野運輸 役職 専務取締役 輸送形態

やまもと　かずてる 青年役職 所在地 509-0241

山本　一輝 TEL 0574-62-2095 FAX

会社名 ㈱山商運輸 役職 代表取締役副社長 輸送形態

きりやま　なおき 青年役職 所在地 501-3944

桐山　直樹 TEL 0575-28-4738 FAX

会社名 山松運送㈲ 役職 代表取締役 輸送形態

おぐら　やすひろ 青年役職 卒業生 所在地 501-6123

小倉　康宏 TEL 058-279-3111 FAX

会社名 岐阜倉庫運輸㈱ 役職 取締役社長 輸送形態

おおの　けんじ 青年役職 卒業生 所在地 501-6134

大野　健治 TEL 058-377-5000 FAX

会社名 ハートランス㈱ 役職 代表取締役 輸送形態

きたがわ　ゆうじ 青年役職 事務局 所在地 501-6133

北川　雄二 TEL 058-279-3771 FAX

会社名 (一社)岐阜県トラック協会 役職 主任 輸送形態

35
岐阜県岐阜市日置江2648-2

058-279-3773 参加方法 来場

輸送品目

32
岐阜県関市山田1348-10

0575-28-5581 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 鋼材

31
岐阜県可児市坂戸643

0574-63-7835 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 原紙

（一社）岐阜県トラック協会青年部会

19
岐阜県本巣市下真桑4-3

058-323-7385 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 鉄鋼・金属製品

20
岐阜県羽島市舟橋町出須賀2-72

058-201-7745 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日用雑貨

21
岐阜県海津市海津町福江1486

0584-54-7586 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 一般貨物、青果物

22
岐阜県大垣市新開町76-7

0584-27-4709 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 道路舗装材

23
岐阜県養老郡養老町飯ノ木7

0584-33-2505 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 ホイル

24
岐阜県揖斐川郡大野町大字中之元229-1

0585-32-3946 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 日曜雑貨

25
岐阜県各務原市つつじが丘3-132

058-379-5066 参加方法 来場

輸送品目

26
岐阜県瑞穂市生津天王東町1-54

058-327-2262 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 飼料、チップ

27
岐阜県中津川市駒場2565-6

0573-62-2517 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 自動車・家電部品

28
岐阜県中津川市付知町8593-37

0573-82-4545 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 建築部材

29
岐阜県大垣市南市橋町1112

0584-71-1961 参加方法 来場

地場・中距離 輸送品目 石灰

30
岐阜県土岐市土岐津町土岐口20

0572-54-6109 参加方法 来場

地場・中距離・長距離 輸送品目 窯業・硝子原料

33
岐阜県岐阜市柳津町流通センター3-1-6

058-279-5181 参加方法 WEB

地場・中距離 輸送品目 化学原料

34
岐阜県岐阜市大脇2-33

058-377-5001 参加方法 WEB

地場・中距離・長距離 輸送品目 建設資材


