
★会員名簿（企業）

会員名 指定代表役職 指定代表指名

㈱ＩＨＩ 相生事業所 事業所⾧ 牛込 智章

㈱ＩＨＩ 原動機 代表取締役社⾧ 赤松 真生

家島建設㈱ 代表取締役社⾧ 中野 宏一郎

㈱浦共同造船所 代表取締役 仲野 嘉宏

HKMエンタープライズ㈱ 代表取締役 渡辺 真二

大阪湾パイロットボート㈱ 代表取締役 渡辺 真二

大阪湾水先艇㈱ 代表取締役 渡辺 真二

㈱大森廻漕店 代表取締役社⾧ 須藤 明彦

岡本鉄工㈱ 代表取締役 岡本 圭司

㈱海晃 代表取締役 政水 宏

加藤海運㈱ 代表取締役社⾧ 南 克幸

加藤汽船㈱ 代表取締役 加藤 琢二

金川造船㈱ 代表取締役社⾧ 生駒 剛人

金澤鐵工㈱ 代表取締役会⾧ 金澤 伊佐夫

㈱上組 代表取締役社⾧ 深井 義博

上津港運㈱ 代表取締役社⾧ 上笹 匡章

川崎汽船㈱ 関西支店 支店⾧ 下垣 竜一郎

川崎重工業㈱エネルギーソリューション＆マリンカンパニー企画本部 副本部⾧ 桑田 俊夫

川西倉庫㈱ 取締役会⾧ 若松 康裕

木下運輸㈱ 代表取締役社⾧ 山田 基嗣

㈱木下商会 代表取締役 田森 賢一郎

㈱協同クリエイト 代表取締役社⾧ 谷川 龍二

旭扇海運㈱ 代表取締役社⾧ 松本 一則

近畿オイルシステム㈱ 代表取締役社⾧ 山崎 百合子

ケイヒン㈱ 取締役関西営業部⾧徳久 幸治

ケイラインローローバルクシップマネージメント㈱ 代表取締役社⾧ 門野 英二

乾光海運㈱ 代表取締役 乾 新悟

神戸曳船㈱ 代表取締役社⾧ 太田 正紀

神戸サンソー港運㈱ 代表取締役社⾧ 田中 孝

神戸船舶㈱ 代表取締役 原田 正

㈱神戸フェリーセンター 代表取締役社⾧ 西森 正至

神戸ベイクルーズ㈱ 代表取締役社⾧ 小嶋 光信

甲陽運輸㈱ 代表取締役社⾧ 田岡 龍

㈱後藤回漕店 代表取締役社⾧ 後藤 平八郎

是則運輸倉庫㈱ 代表取締役社⾧ 小川 正俊

佐藤國汽船㈱ 代表取締役社⾧ 佐藤 國安

山九㈱ 神戸支店 支店⾧ 大西 智毅

三友企業㈱ 代表取締役社⾧ 堀家 新司

三洋海事㈱ 代表取締役社⾧ 小磯 潮

㈱ＪＭＵアムテック 代表取締役社⾧ 伊藤 護

飾磨海運㈱ 代表取締役社⾧ 水田 裕一郎

澁澤倉庫㈱ 神戸支店 執行役員 支店⾧ 森山 宗樹

㈱ジャパンエキスプレス 代表取締役社⾧ 清水 進



ジャンボフェリー㈱ 代表取締役社⾧ 山神 正義

ジョイポート南淡路㈱ 代表取締役社⾧ 鎌田 勝義

昌栄運輸㈱ 代表取締役社⾧ 森川 浩史

㈱商船三井 関西支店 支店⾧ 森下 貴史

昭陽海運㈱ 代表取締役 徳重 徹

神港倉庫㈱ 取締役社⾧ 佐野 信夫

神港ビルヂング㈱ 代表取締役 諸橋 直人

神鋼物流㈱ 代表取締役社⾧ 岡 欣彦

新西宮ヨットハーバー㈱ 代表取締役社⾧ 大谷 俊洋

新日本近海汽船㈱ 代表取締役社⾧ 山田 雅彦

新丸菱海運㈱ 代表取締役社⾧ 守石 亜紀奈

神明倉庫㈱ 取締役社⾧ 藤尾 憲弘

神菱港運㈱ 代表取締役社⾧ 川崎 眞裕

㈱神和 代表取締役社⾧ 本多 博司

住井運輸㈱ 代表取締役社⾧ 青井 基洋

㈱住友倉庫 神戸支店 執行役員 支店⾧ 松永 透

㈱Sevenseas cruiser 代表取締役社⾧ 日野 洋一

船舶印刷㈱ 神戸営業所 取締役所⾧ 根本 薫

株式会社大幸㈱ダックツアー・タイコー 代表取締役社⾧ 大西 淳也

㈱築港 代表取締役社⾧ 瀬戸口 仁三郎

中央港運㈱ 代表取締役社⾧ 隅田 等

中日輪船商事㈱ 代表取締役社⾧ 佐井 裕正

堤海事事務所 海事代理士 堤 俊之（一夫）

東京海上日動火災保険㈱ 神戸支店 支店⾧ 佐野 元昭

東興海運㈱ 代表取締役社⾧ 井髙 建介

トレーディア㈱ 代表取締役社⾧ 古郡 勝英

西芝電機㈱ 取締役社⾧ 高辻 哲二

ニッケル．エンド．ライオンス㈱ 代表取締役社⾧ 服部 一郎

日伸運輸㈱ 代表取締役社⾧ 大谷 幸司

日鉄物流広畑㈱ 代表取締役社⾧ 岩本 芳昭

日東タグ㈱ 代表取締役社⾧ 神本 貴司

日東物流㈱ 代表取締役社⾧ 三木田 博史

日本栄船㈱ 代表取締役社⾧ 西尾 哲郎

㈱日本海事新聞社 関西支局⾧ 梅田 久人

日本通運㈱神戸支店海運営業部 支店⾧ 小黒 一興

日本郵船㈱ 関西支店 支店⾧ 徳田 健二

八馬汽船㈱ 代表取締役社⾧ 酒井 隆司

濱中製鎖工業㈱ 代表取締役 濵中 剛

㈲浜本汽船 代表取締役 浜本 拓大

早駒運輸㈱ 代表取締役社⾧ 渡邉 真二

早駒商事㈱ 代表取締役 二宮 秀樹

早駒マリンサービス㈱ 代表取締役 二宮 秀樹

阪九フェリー㈱ 代表取締役社⾧ 小笠原 朗

播州倉庫㈱ 代表取締役社⾧ 小原 俊彦

阪神国際港湾㈱ 代表取締役社⾧ 外園 賢治



阪神サイロ㈱ 代表取締役社⾧ 田原 立

阪神内燃機工業㈱ 代表取締役社⾧ 木下 和彦

弁護士法人 東町法律事務所 代表社員 弁護士 上谷 佳宏

㈱姫路ポートサービス 代表取締役社⾧ 望月 麻未

姫路木材倉庫㈱ 代表取締役 中塚 一裕

兵機海運㈱ 代表取締役社⾧ 大東 洋治

ひょうご埠頭㈱ 代表取締役社⾧ 亀井 浩之

㈱兵食 代表取締役社⾧ 西村 恒一

富士海事工業㈱ 代表取締役 重岡 良則

㈱富士テクノトランス 代表取締役社⾧ 青井 基洋

富士レックス㈱ ボートピア姫路 取締役相談役 宮本 裕彦

プリンス海運㈱ 代表取締役社⾧ ⾧手 裕輔

兵神機械工業㈱ 取締役社⾧ 友藤 公雄

兵神装備㈱ 代表取締役社⾧ 市田 邦洋

坊勢輝汽船㈱ 代表取締役 廣富 貢

㈱ホテルマネージメントジャパン 総支配人 荒木 潤一

㈱ホテルオークラ神戸 代表取締役社⾧ 石垣 聡

本田冷蔵㈱ 代表取締役社⾧ 本田 明良

㈱松本マリン 取締役社⾧ 渡辺 真二

三浦海運㈱ 取締役社⾧ 三浦 一浩

三井倉庫㈱関西支社 関西第１支店 支店⾧ 富田 章裕

三菱倉庫㈱ 神戸支店 支店⾧ 川村 操

宮崎カ―フェリー㈱ 関西支店 支店⾧ 細川 修一

明治海運㈱ 代表取締役社⾧ 内田 貴也

明糖倉庫㈱ 神戸支店 神戸支店⾧ 佐々木 義幸

森本倉庫㈱ 代表取締役社⾧ 森本 真弥

㈱ヤマタネ物流本部 関西支店 支店⾧ 櫻田 琢磨

山村ロジスティクス㈱ 代表取締役社⾧ 阪口 明

ヤンマーパワーテクノロジー㈱ 取締役特機事業部⾧廣瀬 勝

豊産業㈱ 代表取締役 重岡 良政

㈱ユニエックスNCT 神戸支店 支店⾧ 若松 一真

寄神建設㈱ 代表取締役社⾧ 寄神 正文

★会員名簿（個人）

会員名 指定代表役職 指定代表指名

加藤 琢二

渡辺 真二


