
令和4年11月1日現在

第一種会員（４７団体）

団 体 名

(一社)北海道ハイヤー協会 会　長 今井　一彦

(一社)青森県タクシー協会 会　長 下山　清司

(一社)岩手県タクシー協会 会　長 川崎　利治

(一社)宮城県タクシー協会 会　長 髙澤　雅哉

(一社)秋田県ハイヤー協会 会　長 佐々木　宏行

(一社)山形県ハイヤー協会 会　長 石川　康夫

(一社)福島県タクシー協会 会　長 高橋　良和

(一社)茨城県ハイヤー・タクシー協会 会　長 出野　清秀

(一社)栃木県タクシー協会 会　長 荒井　勝

(一社)群馬県タクシー協会 会　長 清水　憲明

(一社)埼玉県乗用自動車協会 会　長 小谷　彰治

(一社)千葉県タクシー協会 会　長 金子　庄吉

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 会　長 川鍋　一朗

(一社)神奈川県タクシー協会 会　長 伊藤　宏

(一社)山梨県タクシー協会 会　長 雨宮　正英

(一社)新潟県ハイヤー・タクシー協会 会　長 佐藤　友紀

富山県タクシー協会 会　長 土田　英喜

(一社)石川県タクシー協会 会　長 市村　祐二

(一社)長野県タクシー協会 会　長 滝川　哲也

(一社)福井県タクシー協会 会　長 矢﨑　孝明

岐阜県タクシー協会 会　長 川上　秀人

全タク連会員名簿

正会員

代 表 者 名
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団 体 名

商業組合　静岡県タクシー協会 理事長 三澤　賢治

愛知県タクシー協議会 議　長 天野　清美

(一社)三重県タクシー協会 会　長 末吉　利敎

(一社)滋賀県タクシー協会 会　長 田畑　太郎

(一社)京都府タクシー協会 会　長 筒井　基好

(一社)大阪タクシー協会 会　長 坂本　栄二

(一社)兵庫県タクシー協会 会　長 吉川　紀興

(一社)奈良県タクシー協会 会　長 池田　英憲

(一社)和歌山県タクシー協会 会　長 川村　昌彦

(一社)鳥取県ハイヤータクシー協会 会　長 澤　耕司

(一社)島根県旅客自動車協会 会　長 吉田　伸司

(一社)岡山県タクシー協会 会　長 永山　久仁彦

(一社)広島県タクシー協会 会　長 信原　弘

(一社)山口県タクシー協会 会　長 福嶋　真一

徳島県タクシー協会 会　長 藤田　雅子

香川県タクシー協同組合 理事長 岩﨑　康誠

（一社）愛媛県ハイヤー・タクシー協会 会　長 渡部　光男

高知県ハイヤｰ・タクシｰ協議会 会　長 楠瀬　賢一

(一社)福岡県タクシー協会 会　長 中井　眞紀

(一社)佐賀県バス・タクシー協会 会　長 金子　晴信

(一社)長崎県タクシー協会 会　長 四元　永生

(一社)熊本県タクシー協会 会　長 石崎　公士

(一社)大分県タクシー協会 会　長 漢　 二美

(一社)宮崎県タクシー協会 会　長 吉本　悟朗

(一社)鹿児島県タクシー協会 会　長 羽仁　正次郎

(一社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会 会　長 東江　一成

代 表 者 名
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第二種会員（２１６者）

事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

旭川中央交通（株） 柏葉　健一 北海道

札幌第一交通（株） 西本　厚三 北海道

（株）桔梗ハイヤー 横田　有一 北海道

共同交通（株） 中川　昌信 北海道

（株）キングハイヤー 廣田　正 北海道

日東交通（株） 近藤　伸也 北海道

金星自動車（株） 吉野　僚哲 北海道

（株）士別ハイヤー 佐藤　元信 北海道

ダイコク交通（株） 紫藤　正行 北海道

大丸交通（株） 本田　孝治 北海道

東邦交通（株） 今井　一彦 北海道

日の出交通（株） 中路　幹雄 北海道

(株)まりもハイヤー 佐藤　淳一 北海道

明星自動車（株） 平島　誉久 北海道

北星交通（株） 下山　清司 青森

(株)中央タクシー 山田　和男 青森

（株）ヒノヤタクシー 大野　尚彦 岩手

盛岡タクシー（株） 吉野　史彦 岩手

（株）仙台タクシー 佐々木　昌二 宮城

稲荷タクシー（有） 桃野　博光 宮城

（株）冨士タクシー 髙橋　紀博 秋田

高尾ハイヤー（株） 工藤　康憲 秋田

湖南交通（株） 武藤　起代子 福島

新星自動車（株） 高野　公壮 茨城

アサヒタクシー（株） 笠原　正人 栃木

大山タクシー（有） 大山　光 栃木

関東交通（株） 保坂　和夫 栃木

令和4年11月1日現在
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

（株）鬼怒川タクシー 沼尾　綾乃 栃木

黒磯観光タクシー（株） 村山　茂 栃木

国分寺タクシー（有） 岩崎　清治 栃木

佐野合同自動車（株） 笠原　泰 栃木

山和タクシー（有） 君島　厚子 栃木

塩原自動車（株） 保坂　和夫 栃木

栃南タクシー（有） 柴田　文夫 栃木

友井タクシー（有） 加藤　政弘 栃木

日光交通（株） 渡辺　剛志 栃木

（有）矢板ツーリング 高柳　眞知子 栃木

矢野自動車（株） 矢野　愛子 栃木

陽東タクシー（株） 河原　剛彦 栃木

つゝじ観光バス（株） 小暮　達也 群馬

（株）越谷タクシー 金子　茂 埼玉

（株）埼玉交通 丸山　幸子 埼玉

ダイヤモンド交通（有） 三上　秀樹 埼玉

本庄タクシー（株） 神宮　つぐよ 埼玉

飛鳥交通（株） 川野　繁 東京

足立タクシー（株） 服部　晴吾 東京

池袋交通（株） 金　眞黙 東京

イースタンモータース東京（株） 古知　愛一郎 東京

一越観光(株) 関谷　宣弘 東京

盈進自動車（株） 山田　能成 東京

栄泉交通（株） 保岡　政利 東京

荏原交通（株） 磯　珠代 東京

大井交通(株) 金本　康子 東京

鳳自動車(株) 上澤　彰 東京

大成交通(株) 神田　康裕 東京
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

小田急交通（株） 山ノ上　哲男 東京

開進交通（株） 広村　仁載 東京

改進タクシー（株） 井上　豊 東京

（株）関東自動車交通 近藤　洋子 東京

キャピタルモータース（株） 磯　博樹 東京

共栄交通（株） 本多　隆 東京

（株）グリーンキャブ 高野　公秀 東京

京王自動車(株) 髙木　保 東京

京北自動車交通（株） 今田　拓男 東京

国際自動車（株）城南 松本　良一 東京

小松川タクシー（株） 中村　義弘 東京

境交通(株) 根本　克己 東京

栄自動車（株） 安田　茂美 東京

榮交通(株) 坂本　和雄 東京

三幸自動車（株） 町田　栄一郎 東京

(株)サンベスト東信 清田　明徳 東京

三和交通（株） 太田　祥平 東京

実用興業(株) 坂本　篤史 東京

品川タクシー（株） 福羅　尚之 東京

昭栄自動車（株） 武居　利春 東京

昭和自動車（株） 矢野　正隆 東京

正和自動車(株) 樽澤　正人 東京

新星自動車（株） 上埜　隆太郎 東京

新立川交通(株) 清水　隆治 東京

新日本交通(株) 井立田　昌顕 東京

すばる交通(株) 森　崇 東京

杉並交通（株） 吉田　正幸 東京

西武ハイヤー（株） 刈屋　輝彦 東京
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

政和自動車（株） 樽澤　克典 東京

大輝交通（株） 名古　晴人 東京

大和自動車（株） 澤田　林三郎 東京

宝自動車交通（株） 高林　良吉 東京

つばめ交通 川上　博 東京

帝都自動車交通（株） 篠崎　敦 東京

東京交通興業（株） 堀　清孝 東京

東京コンドルタクシー（株） 岩田　将克 東京

東都交通（株） 木原　光資 東京

東都自動車交通（株） 宮本　繁樹 東京

八南交通（株） 川和　昇 東京

日日交通(株) 市川　信 東京

日興自動車（株） 山本　曻 東京

日生交通(株) 佐久間　俊光 東京

日東交通（株） 古川　愼一 東京

日本交通（株） 川鍋　一朗 東京

日本自動車交通（株） 村澤　儀雄 東京

八王子交通事業（株） 下田　直啓 東京

東日本交通（株） 榎元　正人 東京

美善交通（株） 田原　豊弘 東京

日立自動車交通(株) 佐藤　雅一 東京

日の丸交通（株） 富田　昌孝 東京

日吉交通(株) 日暮　芳春 東京

冨士自動車（株） 佐藤　要一 東京

府中観光交通（株） 小宅　肇 東京

芙蓉第一交通（株） 田頭　寛三 東京

平和自動車交通（株） 古谷田　東一 東京

平和タクシー（株） 広川　信夫 東京
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

本州自動車（株） 藤原　廣彦 東京

毎日タクシー（株） 三浦　政高 東京

丸井自動車（株） 今井　洋 東京

美玉交通(有) 眞鍋　禅 東京

三ツ矢観光自動車（株） 藤本　政敬 東京

ミツワ交通（株） 藤本　喜章 東京

都自動車（株） 鶴野　正勝 東京

宮園自動車（株） 川村　泰利 東京

山三交通（株） 秋山　利裕 東京

代々木自動車（株） 西澤　明洋 東京

和親交通（株） 仁杉　元彦 東京

神奈川都市交通（株） 伊藤　宏 神奈川

川崎タクシー（株） 関　裕之 神奈川

逗子菊池タクシー（株） 菊池　尚 神奈川

神奈中タクシー（株） 金子 茂浩 神奈川

東宝タクシー（株） 大野　清一 神奈川

江南交通（株） 鳥海　衡一 神奈川

平和交通（株） 新井　忠男 神奈川

湘南交通（株） 太田　宏 神奈川

松田合同自動車(株) 尾登　慎一郎 神奈川

山梨交通（株） 雨宮　正英 山梨

都タクシー（株） 高橋　良樹 新潟

富山交通（株） 土田　英喜 富山

大和タクシー（株） 市村　祐二 石川

桜観光タクシー（株） 滝川　哲也 長野

諏訪交通（株） 山谷　恭博 長野

松葉タクシー（有） 松葉　和彦 長野

美勢タクシー（株） 小松　裕 長野
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

（株）日本タクシー 山田　健太郎 岐阜

日の丸自動車（株） 川上　秀人 岐阜

シンフジハイヤー（株） 三澤　賢治 静岡

あおい交通（株） 松浦　秀則 愛知

朝日タクシー（株） 石川　優 愛知

刈谷交通（株） 横山　宜幸 愛知

つばめ自動車（株） 天野　清美 愛知

名鉄交通第三（株） 浅野　丈夫 愛知

名鉄西部交通（株） 安藤　和人 愛知

名鉄東部交通（株） 大竹　宏 愛知

三重近鉄タクシー（株） 末吉　利敎 三重

滋賀タクシー（株） 田畑　太郎 滋賀

京都相互タクシー（株） 多田　精一 京都

都タクシー（株） 筒井　基好 京都

弥栄自動車（株） 粂田　佳幸 京都

洛東タクシー（株） 杉﨑　由佳 京都

大阪第一交通(株) 芝辻　徹 大阪

岸和田交通（株） 中塚　貴志 大阪

駒姫タクシー（株） 藤原　大 大阪

商都交通（株） 三野　文男 大阪

相互タクシー（株） 小野　幸親 大阪

東亜交通（株） 金子　勝典 大阪

東洋タクシー（株） 吉村　博次 大阪

日本交通（株） 澤　志郎 大阪

日本タクシー(株) 坂本　栄二 大阪

阪急タクシー（株） 小野　浩幸 大阪

都島自動車（株） 高士　雅次 大阪

扇弘タクシー（株） 青田　嘉之 兵庫
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

東洋タクシー（株） 橘　信一郎 兵庫

文化タクシー（株） 枝松　七郎 兵庫

和光タクシー（株） 五十嵐　一俊 兵庫

東部タクシー（株） 竹内　清光 鳥取

日本交通（株） 澤　志郎 鳥取

下電観光バス（株） 永山　久人 岡山

(株)宝塚かもめタクシー 信原　弘 広島

（有）なべタクシー 岩沖　卓雄 広島

(株)東広島タクシー 山田　伸二 広島

広交タクシー（株） 前　泰弘 広島

アサヒタクシー（株） 山田　康文 広島

富士交通（株） 火岡　純也 広島

(有)広三自動車 辻󠄀　文治 広島

(有)カープタクシー 平原　一彦 広島

鯉城交通（株） 庄原　義人 広島

中央交通(株) 糀　大輔 山口

福川第一交通（株） 吉積　久明 山口

とようら交通（株） 西　政次 山口

相互タクシー（株） 岩﨑　康誠 香川

宇和島ハイヤー（株） 廣瀬　了 愛媛

渡部タクシー（株） 渡部　光男 愛媛

御国ハイヤー（有） 明石　健市 高知

国際興業（株） 藤野　秀之 福岡

清流タクシー（有） 中井　眞紀 福岡

第一交通産業（株） 田中　亮一郎 福岡

田川構内自動車（株） 嘉久　礼子 福岡

（有）福運タクシー 上村　謙二 福岡

太陽交通（株） 堀　貫治 福岡
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事 業 者 名 代 表 者 名 所 属

（有）八洲タクシー 山路　泰弘 福岡

安川タクシー（株） 安川　哲史 福岡

安全タクシー（有） 中川　恵司 福岡

(有)小笹タクシー 副田　直一郎 福岡

福岡交通（株） 野上　正嗣 福岡

元船光タクシー（株） 四元　永生 長崎

ラッキー自動車（株） 川添　暢也 長崎

佐世保観光タクシー(株) 峯　徳秀 長崎

（有）荒尾タクシー 山代　秀徳 熊本

熊本タクシー（株） 倉岡　斌 熊本

双葉タクシー（有） 石崎　公士 熊本

㈱本渡港運送店 松﨑　周一 熊本

大分シティタクシー（株） 漢　二美 大分

亀の井タクシー（株） 山口　巧 大分

大分第一交通（株） 早瀬　勇治 大分

上日向自動車（株） 川越　一文 宮崎

宮交タクシー（株） 柳田　幸雄 宮崎

（株）ハニ 羽仁　正次郎 鹿児島

（有）下小薗タクシー 下小薗　充 鹿児島

鹿児島第一交通（株） 下之角　洋 鹿児島

（株）沖東交通 東江　一成 沖縄
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第三種会員（１団体）

団 体 名 代 表 者 名 所 属

一般財団法人全国福祉輸送サービス協会 漢 　　　二美
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会 社 ・ 団 体 名

トヨタ自動車(株) 社　長 豊田　章男

日産自動車(株) 代表執行役社長兼最高経営責任者代行 山内　康裕

（一社）全国ＬＰガス協会 会　長 秋元　耕一郎

(株)ニシベ計器製造所 社　長 蓮井　康二

二葉計器(株) 社　長 土井　邦夫

矢崎エナジーシステム（株） 社　長 矢﨑　航

(株)武内工業所 社　長 武内　幸子

第一法規(株) 社　長 田中　英弥

新日本法規出版(株) 社　長 星　謙一郎

（公財）日本自動車輸送技術協会 会　長 久米　正一

新潟通信機(株) 社　長 梶山　美佐男

(株)システムオリジン 社　長 海野　知之

(株)リード 社　長 石田　心也

（一社）シルバーサービス振興会 理事長 水田　邦雄

（株）日本総合ビジネス 社   長 清水　弘一

（株）東京カップ 社   長 武内　幸子

モバイル・コマース・ソリューション(株) 社   長 村井　幸生

世田谷サービス（株） 社   長 冨安　誠司

（株）国分商会 社   長 池田　正信

（株）フクシン 社   長 金沢　剛純

（株）Mobility Technologies 会　長 川鍋　一朗

岡部メーター製造（株） 社   長 上西　有美子

住友三井オートサービス（株） 社   長 露口　章

損害保険ジャパン（株） 社   長 西澤　敬二

東京海上日動火災保険（株） 社   長 北沢　利文

S.RIDE（株） 社   長 西浦　賢治

日本グッドイヤー（株） 社   長 金原　雄次郎

DiDiモビリティジャパン（株） 社   長 シュ・ケイシ

（株）ＪＶＣケンウッド 社長 江口　祥一郎

（株）電脳交通 社長 近藤　洋祐

賛助会員（３０者）
令和4年11月1日現在

代 表 者 名
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