
氏名 氏名_フリガナ 会社名 会社HP
長島　美裕 NAGASHIMA Yoshihiro 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 HASEGAWA Hiroshi ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ― ―
羽岡　則夫 HAOKA Norio ﾊｵｶ ﾉﾘｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
木全　孝 KIMATA Takashi ｷﾏﾀ ﾀｶｼ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
片山　恵太 KATAYAMA Keita 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 SHIMOHASHI Eiji ｼﾓﾊｼ ｴｲｼﾞ TM Line株式会社 ―
井上　泰三 INOUE Taizo ｲﾉｳｴ ﾀｲｿﾞｳ 個人タクシー事業団 ―
三宅　剛士 MIYAKE Takashi ﾐﾔｹ ﾀｶｼ 東洋交通株式会社 http://www.toyo-kotsu.jp/
松浦　龍彦 MATSUURA Tatsuhiko 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 MORI Takeshi 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 KOSA Yukinobu ｺｳｻ ﾕｷﾉﾌﾞ ― ―
國府田　務 KODA Tsutomu ｺｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ 蔦交通株式会社 ―
中島　洋子 NAKAJIMA Yoko 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 IIDA Harutada ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾀﾀﾞ TM Line株式会社 ―
根本　和幸 NEMOTO Kazuyuki ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ TM Line株式会社 ―
小市　二郎 KOICHI Jiro ｺｲﾁ ｼﾞﾛｳ 扇橋交通株式会社 http://taxi-ougibashi.jp/
加藤　猛士 KATO Takeshi ｶﾄｳ ﾀｹｼ エスコート交通株式会社 ―
相山　京子 AIYAMA Kyoko 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 OTSUKI Michiyo 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） UEHARA RICARDO ANDRE 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 MIZUSAWA Junichi 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 IGETA Kiyoshi ｲｹﾞﾀ ｷﾖｼ 株式会社日の丸リムジン ―
細井　清貴 HOSOI Kiyotaka 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 HARIMA Mihoko ﾊﾘﾏ ﾐﾎｺ 株式会社日の丸リムジン ―
山口　啓二 YAMAGUCHI Keiji 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 MITANI Yukihito 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 YOSHIDA Kosuke 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 MITANI Ukio ﾐﾀﾆ ｳｷｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
金城　岳大 KINJO Takehiro 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 SASAKI Junichi ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 株式会社日の丸リムジン ―
松本　正巳 MATSUMOTO Masami ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ ― ―
山田　幸男 YAMADA Yukio ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｵ 日の丸交通株式会社 ―
ネグレ　良太 NEGRE JEAN MARC RYOTA 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 WADA Tatsuo ﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
吉岡　尚哉 YOSHIOKA Naoya 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 HASHIBA Yoshiyuki ﾊｼﾊﾞ ﾖｼﾕｷ ― ―
清野　吉光 KIYONO Yoshimitsu ｷﾖﾉ ﾖｼﾐﾂ ― ―
モハッマド　モスアド　サアド　セリム MOHAMED MOSAAD SAAD SELIM 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 SUZUKI Eijo 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 TAKAHASHI Toshiyuki ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
髙松　良德 TAKAMATSU Yoshinori ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 株式会社日の丸交通猿江 ―
青木　克史 AOKI Katsushi ｱｵｷ ｶﾂｼ ― ―
上田　雅之 UEDA Masayuki ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
井原　裕一 IHARA Yuichi ｲﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
藤田　浩史 FUJITA Hiroshi 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 TOMIYAMA Masayuki ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 東京七福交通株式会社 ―
平　厚司 TAIRA Atsushi ﾀｲﾗ ｱﾂｼ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
小林　祥郎 KOBAYASHI Yoshio 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 McCLURE Fumiko 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 IWASHITA Masaru 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 KUCHIKI Atsushi ｸﾁｷ ｱﾂｼ 東京エムケイ株式会社 ―
深川　浩史 FUKAGAWA Hiroshi ﾌｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京エムケイ株式会社 ―
田中　和利 TANAKA Kazutoshi ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄｼ 東京エムケイ株式会社 ―
中山　茂 NAKAYAMA Shigeru ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 恵豊自動車交通株式会社 ―
西田　三津夫 NISHIDA Mitsuo ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
鍋谷　仁志 NABEYA Hitoshi ﾅﾍﾞﾔ ﾋﾄｼ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
綱　裕次 TSUNA Yuji ﾂﾅ ﾕｳｼﾞ 東京エムケイ株式会社 ―
村上　邦彦 MURAKAMI Kunihiko ﾑﾗｶﾐ ｸﾆﾋｺ 新和自動車株式会社 ―
米谷　真一郎 YONEYA Shinichiro ﾖﾈﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
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井上　雅博 INOUE Masahiro ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 国産タクシー株式会社 http://www.kokusan-j.com/
吉本　殖 YOSHIMOTO Shigeru ﾖｼﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 東京ひかり交通株式会社 http://hikari-kotsu.co.jp/
早谷　一慶 HAYATANI Ikkei ﾊﾔﾀﾆ ｲｯｹｲ 東京エムケイ株式会社 ―
秋山　佳輝 AKIYAMA Yoshiteru ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾃﾙ ― ―
相川　隆 AIKAWA Takashi ｱｲｶﾜ ﾀｶｼ 株式会社日の丸リムジン ―
岡田　正幸 OKADA Masayuki ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ コンドル馬込交通株式会社 http://condor-taxi.co.jp/
成川　貴則 NARIKAWA Takanori ﾅﾘｶﾜ ﾀｶﾉﾘ ― ―
松下　浩昭 MATSUSHITA Hiroaki ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｱｷ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
浦中　稔 URANAKA Minoru ｳﾗﾅｶ ﾐﾉﾙ 株式会社ハロー・トーキョー https://hello-tokyo.com/
大岡　一智 OOKA Kazutoshi ｵｵｵｶ ｶｽﾞﾄｼ ― ―
榎木園　吉男 ENOKIZONO Yoshio ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾖｼｵ 株式会社FEIDA JAPAN http://star-limo.jp/87_company.html
林　武彦 HAYASHI Takehiko ﾊﾔｼ ﾀｹﾋｺ ― ―
塚本　俊樹 TSUKAMOTO Toshiki ﾂｶﾓﾄ ﾄｼｷ ― ―
安藤　吉一 ANDO Yoshikazu ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ ― ―
相馬　寛 SOMA Hiroki ｿｳﾏ ﾋﾛｷ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
清水　弘明 SHIMIZU Hiroaki ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 株式会社エコリムジン東京 https://www.ecolimo.jp/
寺田　二郎 TERADA Jiro ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都個人タクシー協同組合 https://www.toukokyo.or.jp/
竹澤　暢晃 TAKESAWA Nobuaki ﾀｹｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 国際自動車株式会社 ―
米山　悟 YONEYAMA Satoru ﾖﾈﾔﾏ ｻﾄﾙ 株式会社エコリムジン東京 ―
大久保　斉 OKUBO Hitoshi ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 第一交通株式会社 ―
秋山　陽一 AKIYAMA Yoichi ｱｷﾔﾏ ﾖｳｲﾁ ― ―
二瓶　正次 NIHEI Masatsugu ﾆﾍｲ ﾏｻﾂｸﾞ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
乾　智之 INUI Tomoyuki ｲﾇｲ ﾄﾓﾕｷ 東京エムケイ株式会社 https://www.tokyomk.com/
髙島　博信 TAKASHIMA Hironobu ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 株式会社エコリムジン東京 ―
久保田　博道 KUBOTA Hiromichi ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ 東京エムケイ株式会社 ―
渡邉　啓 WATANABE Akira ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 株式会社ハロー・トーキョー https://hello-tokyo.com/
塚原　正美 TSUKAHARA Masami ﾂｶﾊﾗ ﾏｻﾐ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
山﨑　理工 YAMAZAKI Riku ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
西岡　拓哉 NISHIOKA Takuya ﾆｼｵｶ ﾀｸﾔ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
清水　尚 SHIMIZU Takashi ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
山岸　万元 YAMAGISHI Kazumoto ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾓﾄ 日本交通株式会社 http://www.nihon-kotsu.co.jp/
近藤　晃弘 KONDO Akihiro ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 東洋交通株式会社 ―
山下　文夫 YAMASHITA Fumio ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｵ ― ―
今川　聡 IMAGAWA Satoshi ｲﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
山本　誠 YAMAMOTO Makoto ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
密涌　光則 SUWAKU Mitsunori ｽﾜｸ ﾐﾂﾉﾘ 荏原交通株式会社 https://www.ebarakotsu.com/
林　治平 LIN　 CHIHPING ﾘﾝ ﾁﾋﾟﾝ ― ―
福留　千秋 FUKUDOME Chiaki ﾌｸﾄﾞﾒ ﾁｱｷ ― ―
稲川　邦雄 INAKAWA Kunio ｲﾅｶﾜ ｸﾆｵ 京急交通株式会社 https://www.keikyu-taxi.com/
角田　佳優 KAKUTA Yoshimasa ｶｸﾀ ﾖｼﾏｻ 扇橋交通株式会社 ―
山藤　一敏 SANTO Kazutoshi ｻﾝﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ ― ―
安田　貴裕 YASUDA Takahiro ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
リプソン　アレクサンダー　ポール LIPSON ALEXANDER PAUL ﾘﾌﾟｿﾝ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ﾎﾟｰﾙ 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/
三原　繁美 MIHARA Shigemi ﾐﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 杉並交通第二株式会社 ―
橋場　巨卓 HASHIBA Hirotaka ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾀｶ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
西澤　一嘉 NISHIZAWA Kazuyoshi ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ ― ―
西林　仁子 NISHIBAYASHI Hitoko ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｺ 国際自動車株式会社 https://www.km-taxi.tokyo/
林　徹 HAYASHI Toru ﾊﾔｼ ﾄｵﾙ ― ―
稲田　壮 INADA So ｲﾅﾀﾞ ｿｳ 東京リムジン株式会社 http://www.tokyo-limousine.com/overview.html
林　賢宏 HAYASHI Takahiro ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 株式会社アイサンクス https://www.icinqs.jp/
橋本　浩伸 HASHIMOTO Hironobu ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
堀生　昭 HORIO Akira ﾎﾘｵ ｱｷﾗ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
永田　博 NAGATA Hiroshi ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 株式会社日の丸リムジン http://www.hinomaru.co.jp/
興津　智紀 OKITSU Tomonori ｵｷﾂ ﾄﾓﾉﾘ ― ―
大畠　英樹 OHATA　 Hideki ｵｵﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ 株式会社平成ハイヤー https://heisei-hire.com/
※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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