
氏名 FirstName LastName 氏名_フリガナ 会社名 会社HP
長島　美裕 Yoshihiro NAGASHIMA ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
長谷川　洋 Hiroshi HASEGAWA ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ― ―
羽岡　則夫 Norio HAOKA ﾊｵｶ ﾉﾘｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
木全　孝 Takashi KIMATA ｷﾏﾀ ﾀｶｼ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
片山　恵太 Keita KATAYAMA ｶﾀﾔﾏ ｹｲﾀ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
下橋　英二 Eiji SHIMOHASHI ｼﾓﾊｼ ｴｲｼﾞ TM Line株式会社 ―
井上　泰三 Taizo INOUE ｲﾉｳｴ ﾀｲｿﾞｳ 個人タクシー事業団 ―
三宅　剛士 Takashi MIYAKE ﾐﾔｹ ﾀｶｼ 東洋交通株式会社 http://www.toyo-kotsu.jp/
松浦　龍彦 Tatsuhiko MATSUURA ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂﾋｺ 小田急交通株式会社 https://www.odakyu-koutsu.co.jp/
森　健 Takeshi MORI ﾓﾘ ﾀｹｼ 国際自動車株式会社（東雲） https://www.km-taxi.tokyo/
髙佐　幸伸 Yukinobu KOSA ｺｳｻ ﾕｷﾉﾌﾞ ― ―
國府田　務 Tsutomu KODA ｺｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ 蔦交通株式会社 ―
中島　洋子 Yoko NAKAJIMA ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
飯田　晴忠 Harutada IIDA ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾀﾀﾞ TM Line株式会社 ―
根本　和幸 Kazuyuki NEMOTO ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ TM Line株式会社 ―
小市　二郎 Jiro KOICHI ｺｲﾁ ｼﾞﾛｳ 扇橋交通株式会社 http://taxi-ougibashi.jp/
加藤　猛士 Takeshi KATO ｶﾄｳ ﾀｹｼ エスコート交通株式会社 ―
相山　京子 Kyoko AIYAMA ｱｲﾔﾏ ｷｮｳｺ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
大槻　実千代 Michiyo OTSUKI ｵｵﾂｷ ﾐﾁﾖ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
UEHARA RICARDO ANDRE（上原　リカルド） RICARDO ANDRE UEHARA UEHARA RICARDO ANDRE(ｳｴﾊﾗ ﾘｶﾙﾄﾞ) 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
水澤　淳一 Junichi MIZUSAWA ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 昭栄自動車株式会社 http://www.shoeinet.org/index.html
井下田　清 Kiyoshi IGETA ｲｹﾞﾀ ｷﾖｼ 株式会社日の丸リムジン ―
細井　清貴 Kiyotaka HOSOI ﾎｿｲ ｷﾖﾀｶ 株式会社アイサンクス http://www.icinqs.jp/
播磨　美保子 Mihoko HARIMA ﾊﾘﾏ ﾐﾎｺ 株式会社日の丸リムジン ―
山口　啓二 Keiji YAMAGUCHI ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 東京リムジン株式会社 http://www.tokyo-limousine.com/overview.html
三谷　幸人 Yukihito MITANI ﾐﾀﾆ ﾕｷﾋﾄ 実用興業株式会社 http://www.jitsuyo-taxi.co.jp/
吉田　亨輔 Kosuke YOSHIDA ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
三谷　宇紀男 Ukio MITANI ﾐﾀﾆ ｳｷｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
金城　岳大 Takehiro KINJO ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 飛鳥交通株式会社 https://www.aska-web.co.jp/
佐々木　淳一 Junichi SASAKI ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 株式会社日の丸リムジン ―
松本　正巳 Masami MATSUMOTO ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ ― ―
山田　幸男 Yukio YAMADA ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｵ 日の丸交通株式会社 ―
ネグレ　良太 MARC RYOTA NEGRE JEAN ﾈｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
和田　達夫 Tatsuo WADA ﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
吉岡　尚哉 Naoya YOSHIOKA ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ すばる交通株式会社 http://www.subaru-t.co.jp/
橋場　淑行 Yoshiyuki HASHIBA ﾊｼﾊﾞ ﾖｼﾕｷ ― ―
清野　吉光 Yoshimitsu KIYONO ｷﾖﾉ ﾖｼﾐﾂ ― ―
モハッマド　モスアド　サアド　セリム SAAD SELIM MOHAMED MOSAAD ﾓﾊｯﾏﾄﾞ ﾓｽｱﾄﾞ ｻｱﾄﾞ ｾﾘﾑ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
鈴木　栄城 Eijo SUZUKI ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞｮｳ 昭栄自動車株式会社 http://www.shoeinet.org/index.html
髙橋　利幸 Toshiyuki TAKAHASHI ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 東京エムケイ株式会社 http://www.tokyomk.com/company.html
髙松　良德 Yoshinori TAKAMATSU ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 株式会社日の丸交通猿江 ―
青木　克史 Katsushi AOKI ｱｵｷ ｶﾂｼ ― ―
上田　雅之 Masayuki UEDA ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
井原　裕一 Yuichi IHARA ｲﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京エムケイ株式会社 http://www.tokyomk.com/company.html
藤田　浩史 Hiroshi FUJITA ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ イースタンエアポートモータース株式会社 https://eastern-apm.com/
富山　雅之 Masayuki TOMIYAMA ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 東京七福交通株式会社 ―
平　厚司 Atsushi TAIRA ﾀｲﾗ ｱﾂｼ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
小林　祥郎 Yoshio KOBAYASHI ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ 大東京自動車株式会社 http://www.daitokyocars.jp/guide.html
マクルーア　郁子 Fumiko McCLURE ﾏｸﾙｰｱ ﾌﾐｺ 株式会社日の丸交通TOKYO BAY https://hinomaru.tokyo/
岩下　勝 Masaru IWASHITA ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾙ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
朽木　厚賜 Atsushi KUCHIKI ｸﾁｷ ｱﾂｼ 東京エムケイ株式会社 ―
深川　浩史 Hiroshi FUKAGAWA ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京エムケイ株式会社 ―
田中　和利 Kazutoshi TANAKA ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄｼ 東京エムケイ株式会社 ―
中山　茂 Shigeru NAKAYAMA ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 恵豊自動車交通株式会社 ―
西田　三津夫 Mitsuo NISHIDA ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京エムケイ株式会社 http://www.tokyomk.com/company.html
鍋谷　仁志 Hitoshi NABEYA ﾅﾍﾞﾔ ﾋﾄｼ 東京エムケイ株式会社 http://www.tokyomk.com/company.html
綱　裕次 Yuji TSUNA ﾂﾅ ﾕｳｼﾞ 東京エムケイ株式会社 ―
村上　邦彦 Kunihiko MURAKAMI ﾑﾗｶﾐ ｸﾆﾋｺ 新和自動車株式会社 ―

※掲載を希望されない方、希望されない部分については掲載しておりません。
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