
都道府県 事業者数 組合員数 総代数 総代名 事業所名

石川　剛 ㈱６条ドライバー派遣システム
板谷　弘 キャッツ運転代行
栗原　政志 ㈲あさひ代行

新屋　広美 '㈱ほりこし運転代行社

藤田　霞 信用代行㈱

日沢　光雄 九戸運転代行

小向　司 南部運転代行

新 大畑　好司 佐沼交通㈱ジャパン運転代行社
阿部　昇 こづる運転代行社

新 加藤　義則 パルズジャパン㈱

保坂　眞人 ㈲ひふみ代行
米森　郁夫 ヨネサン代行社
佐藤　功治 ＢＥＳＴ代行

長沢　章広 ㈲花沢運転代行社

髙橋　浩幸 ミニー運転代行社

馬場　正光 ひかる代行サービス
新 浅野　徹 koko代行
新 中村　輝史 ZIGGY代行

大川　寿哉 ㈲エムディサービス
石塚　光雄 さくら住宅（株）

新 川上　淳 ピュア運転代行
田谷　仁人 ひばり代行

木佐美　栄 ㈱栄代行
大関　剛 ㈱ぱーぷる運転代行

新 小森　五次 第２那須高原代行

坂本　則夫 ㈲新交通システムサービス
岡村　親男 ㈲華丸
渡邊　繁男 前橋代行

畔川　健 優代行

菅原　秀一 ㈲エスキー

新 田村　良典 よっちゃん代行
新 濱本　泰明 笑顔運転代行

田邉　公夫 ㈱玉吉通商　くに運転代行

木本　青伸 ㈲新生サービス

新 花本　光雄 日本運転代行連盟㈱

粟飯島　久美子 エーアンドエフ

新 白井　真一 ㈱ライジングサン　アフター運転代行

川端　秀一 ㈲第一代行

伊藤　正信 ㈲JDS　のんだら代行社

岡村　勉 さくら運転代行

新 中島　隆志 ㈱KBSコーポレーション

新 新井　清光 ㈲あおぞら代行

新 谷本　祐一 ㈱トマト代行運転

福島　浩二 運転代行はやぶさ

新 北川　俊之 ㈲シャーク運転代行サービス

山梨県 76 16 1 佐野　朝明 セブ車代行

新 宮崎　君雄 代行センターあさま
田中　寛人 シティー代行

新 川手　章由 川手代行

所　利成子 安全代行社

所　満 ㈱セーフティ
岐阜県 115 57 2

長野県 181 114 3 （1増）

福井県 128 85 2 (１減）

石川県 99 40 2 （1増）

富山県 184 44 2

新潟県 202 65 2

神奈川 101 37 2 （1増）

東京都 81 36 2 （1増）

千葉県 307 146 3

埼玉県 172 86 2 (１減）

群馬県 290 136 3

栃木県 222 103 3 （1増）

茨城県 301 180 4

福島県 302 99 3

山形県 213 73 2 (１減）

秋田県 329 101 3

宮城県 302 107 3

岩手県 162 40 2

青森県 202 68 2

北海道 234 103 3 (１減）



都道府県 事業者数 組合員数 総代数 総代名 事業所名

加藤　仁 ㈱ＪＩＮ

鈴木　淳也 ㈱エビスエンタープライズ

新 鶴田　博 レスクル㈱

山北　史雄 '㈲明光代行

三重県 76 28 1 内田　秀義 富士運転代行

滋賀県 73 25 1 加藤　平治 ピープル実業㈲

京都府 33 17 1 新 居相　英児 ㈱TSI

新 寺嶋　靖典 代行くん
石垣　高広 ニッツー運転代行社
塚尾　辰次 ピンチランナー

逢坂　光照 運転代行センターあんしん

三﨑　慎二 サンキュー代行運転

奈良県 71 23 1 新 植村　光伸 運転代行大樹

新 児玉　典子 スーパー運転代行

新 山縣　真二 運転代行南紀

鳥取県 57 20 1 新 会見　丈二 折鶴代行

島根県 45 10 1 小河　修二 ㈱J・B・F浜田代行

岡山県 86 21 1 新 小椋　俊治 ㈱小椋建設工業

広島県 74 21 1 新 槌西　勝也 ツッチー代行

山口県 82 31 1 隅　泰男  ㈲岩国代行運転センター

徳島県 178 13 1 喜多　啓吉 喜多旅行㈱

香川県 40 16 1 泉　勝友 ＩＣ代行

欠員

橋本　高幸 ㈱ハロー代行

川添　泰伸 愛妻代行運転

松田　誠男 天神橋運転代行

青木　信博 チェリー運転代行中央（名）
重谷　義明 ㈱G-CROSS　Gﾗﾋﾞｯﾄ運転代行
久保　佳男 ㈱fukul　Ｇキャロット運転代行
青木　隆一 チェリー運転代行西

時里　勇一郎 西九運転代行社

新 藤井　俊文 ワンコイン運転代行

松尾　賢二 風の木運転代行

小嶋　光明 中央代行運転

林　博敏 ㈲ポニー運転代行
荒川　国弘 熊本代行

新 西村　和也 銀杏運転代行
近藤　直樹 ㈱丸全

大分県 129 27 1 大田　孝治 運転代行社ラッキー

吉原　秋広 光代行

新 堀部　良一 ハマユウ運転代行

西迫　和良 中央運転代行社
徳重　純子 にほん代行
山下　博美 やまひろ代行

村田　博則 運転代行202
金城　輝充 代行でいご
砂川　恵康 チャンピオン運転代行

新 市川　幹雄 チャンピオン２運転代行
小濱　淳 濱運転代行

8683 3415 100 29 99

事業者数は警察発表時の数です

沖縄県 709 238 5 （1増）

鹿児島 355 148 3 (１減）

宮崎県 183 51 2 （1増）

熊本県 371 200 4

長崎県 169 66 2 (１減）

佐賀県 211 45 2 （1増）

福岡県 371 171 4

高知県 121 37 2

愛媛県 153 60 2

和歌山 105 96 2

兵庫県 174 79 2 (１減）

大阪府 228 102 3

愛知県 103 57 2

静岡県 283 77 2


