
令和4年6月9日現在
(敬称略)

会　　 長(代表理事) 久保高伸 三井倉庫㈱ 社長
副 会 長 藤倉正夫 三菱倉庫㈱ 社長

小野孝則 ㈱住友倉庫 社長
渡邉健二 NIPPON EXPRESSホールディングス㈱ 代表取締役会長
山﨑元裕 ㈱ヤマタネ 社長
田留　晏 鈴江コーポレーション㈱ 代表取締役社長
武藤正春 東陽倉庫㈱ 社長
柴山恒晴 ㈱杉村倉庫 取締役会長
若松康裕 川西倉庫㈱ 取締役会長

理 事 長 (業務執行理事) 米田　浩 （一社）日本倉庫協会 理事長
常務理事(業務執行理事) 嶋﨑真理 （一社）日本倉庫協会 常務理事
常任理事 柏木　稔 札幌通運㈱ 取締役会長

海津尚夫 苫小牧埠頭㈱ 社長
黒川　久 東邦運輸倉庫㈱ 社長
矢部善兵衛 ㈱大善 社長
小宮山英利 諏訪倉庫㈱ 社長
吉田茂平 ㈱吉田倉庫 社長
星野榮助 群馬倉庫㈱ 社長
渡邉留雄 ㈱出版産業 代表取締役社長
澁谷　章 ゴーテック㈱ 社長
池田雅一 東京倉庫運輸㈱　 社長
大隅　毅 澁澤倉庫㈱ 社長
大橋康利 日本運輸倉庫㈱ 社長
杉山光延 ケイヒン㈱ 社長
鈴木又右衞門太成倉庫㈱ 代表取締役
戸所邦弘 富士倉庫運輸㈱ 取締役会長兼社長
原　匡史 東洋埠頭㈱ 社長
樋口恵一 川崎陸送㈱ 社長
藤井信行 安田倉庫㈱ 社長
三田朋之 国立倉庫㈱ 社長
峯島一郎 丸八倉庫㈱ 社長
石井　榮 東栄倉庫㈱ 代表取締役会長
大西治代 中外倉庫運輸㈱ 社長
小此木歌藏 ㈱小此木 社長
筒井雅洋 ㈱日新 社長
安田　靖 大黒倉庫㈱ 社長
浅原諒蔵 平和みらい㈱ 社長
中山彰人 浜松倉庫㈱ 社長
社本光永 福玉精穀倉庫㈱ 社長
小澤義行 濃飛倉庫運輸㈱ 代表取締役会長
小川　謙 日本トランスシティ㈱ 代表取締役会長
淺野邦彦 淺野運輸倉庫㈱ 社長
木村正和 ㈱中央倉庫 代表取締役会長
寺林康男 京神倉庫㈱ 社長
杉本健司 センコー㈱ 代表取締役社長
髙井榮彌 大日本倉庫㈱ 社長
谷川　茂 谷川運輸倉庫㈱ 代表取締役会長
森本真弥 森本倉庫㈱ 社長
末長範彦 岡山土地倉庫㈱ 取締役会長
古川浩延 ゲイソー・ロジスティクス㈱ 社長
國時忠能 東洋物産㈱ 社長
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常任理事 城野隆行 ㈱キョーワ 社長
今泉清美 ㈱奈雅井 代表取締役社長
大津　学 ㈱大津倉庫 代表取締役

理　　　事 野畑　煕 ㈱館脇倉庫 代表取締役
有岡　勇 三ツ輪運輸㈱ 専務取締役
堀田成郎 十勝海運㈱ 社長
鶴谷征三 フタバ倉庫㈱ 代表取締役会長
髙林秀典 八戸通運㈱ 社長
菊地　徹 仙台運送㈱ 社長
佐藤公啓 山形陸運㈱ 社長
遠藤真也 ＮＸ日本海倉庫㈱ 社長
荻布原駆郎 荻布倉庫㈱ 代表取締役
井上　勉 関東通運㈱ 社長
中郷昌男 栃木県北通運㈱ 社長
山本　博 熊谷通運㈱ 代表取締役社長
永井隆介 千葉港運倉庫㈱ 社長
坂本宗隆 甲府倉庫㈱ 社長
伊藤茂樹 国際埠頭㈱ 社長
小島泰樹 アオキトランス㈱ 社長
森　俊夫 ㈱森吉物流倉庫 代表取締役会長
福永　隆 伊勢湾倉庫㈱ 代表取締役社長
寺嶋和紀 ㈱ミツノリ 社長
堀口伸一 近畿商工㈱ 社長
岩本保治 エスケーロジ㈱ 社長
延原健二 延原倉庫㈱ 社長
孫田隆行 ㈱インターロジサービス 社長
松尾茂樹 ㈱松菱 社長
山田博章 紀ノ川倉庫㈱ 社長
井上雄司 是則運輸倉庫㈱ 代表取締役会長
藤尾憲弘 神明倉庫㈱ 社長
堀内敏弘 ㈱上組 代表取締役常務 常務執行役員
本多博司 ㈱神和 社長
黒木良樹 ㈱岡山臨港 代表取締役社長
加藤拓弥 マツダロジスティクス㈱ 社長
喜多村 誠 防府通運㈱ 社長
濱口裕文 (資)濱口商店 代表社員
村上正純 浜栄港運㈱ 代表取締役会長
瀬川幹生 同和産業㈱ 社長
富永太郎 福岡倉庫㈱ 社長
中部憲一郎 長崎倉庫㈱ 社長
倉岡俊弘 南熊本倉庫㈱ 社長
薬師寺秀典 ㈱薬秀 社長
山元雄一 宮崎中央倉庫㈱ 社長
金城　樹 琉球物流㈱ 代表取締役副社長

監　　　事 和田康政 東京団地倉庫㈱ 代表取締役社長
德橋三郎 互興運輸㈱ 社長
小倉康宏 岐阜倉庫運輸㈱ 社長
後藤啓二 後藤コンプライアンス法律事務所 弁護士


