
◆ 荷主

「フライ・セントレア・カーゴ」パートナー企業

イズミ電子株式会社

Anita　じゃぱん

Verdure(ヴァージャー）

株式会社ARTISAN

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

アイカ工業株式会社

アイコクアルファ株式会社

愛三工業株式会社

愛三種苗株式会社

アイホン株式会社

株式会社あいや

株式会社青山製作所

Acton(アクトン）

株式会社旭商工社

アサヒビール株式会社

アスモ株式会社

株式会社アドヴィックス

Expandy.co.Ltd.

株式会社エクスポートサービス

株式会社エコトレーディングネットワーク

奥田農園株式会社

株式会社オティックス

株式会社オリバー

旭鉄工株式会社

株式会社アサヒ農園

株式会社永聞社

株式会社エクストラコミュニケーションズ

オークマ株式会社

岡谷鋼機株式会社

株式会社エアロ

有限会社H.T.C.

LTGソリューション株式会社

大網株式会社

オーエスジー株式会社

イワオカ屋

株式会社インレセオ

MTP JAPAN

合同会社 ELL JAPAN

株式会社エムエムエクスポート

株式会社MTG

株式会社イトーコーポレーション

株式会社稲葉

株式会社エム･アール･ティー･ジャパン

株式会社エムール

合同会社ウェイアウト

イビデン株式会社

愛知電機株式会社

愛知時計電機株式会社

アイシン･エィ･ダブリュ株式会社

アイシン精機株式会社

アイシン高丘株式会社

株式会社Aitai Japan

株式会社今仙電機製作所株式会社I・T・O貿易

(50音順・2021年10月1日現在）

株式会社ISOWA

Ichigo Ichie　Inc.

エヌティーツール株式会社

エビストレーティング株式会社

FTF株式会社

株式会社イノアックインターナショナル 株式会社MHIエアロスペースプロダクション

エス・ピー・ビー株式会社

有限会社S&L

株式会社エスエムアイ

SK商会

S-Marks Trading

エヌジーケイ･ロジスティクス株式会社

NTN株式会社

アピ株式会社

アピックヤマダ株式会社

天野エンザイム株式会社

有限会社アラコウ水産

株式会社and LEAP

株式会社ECMSジャパン

イートレード名古屋



（荷主つづき）

KUREHA DEAL

グローバルガレージセールス株式会社

株式会社三和化学研究所

株式会社三和スクリーン銘板

杉本食肉産業株式会社

スズキ株式会社

株式会社GRACE

サンゴバン株式会社

サンタトレーディング有限会社

サントリーワイン インターナショナル株式会社

株式会社申江貿易

新東工業株式会社

シンフォニア テクノロジー株式会社

株式会社サンゲツ

株式会社三五

株式会社ジョブインジェクション

信越化学工業株式会社

株式会社クリエイト・プロ

株式会社GLIT

株式会社グランチャ

株式会社サラダコスモ

三栄鶏卵株式会社

山王商会

株式会社樹研工業

株式会社昭栄商会

Shop GAN GAN

グリーアイ合同会社

株式会社クリージャパン

Sammy's

Samurai-bikers

株式会社ジャパントレードインターナショナル

有限会社ジャパンマグネット

クライムビズ

合同会社Kurasu

株式会社錦興楽器

埼北水産株式会社

有限会社佐藤養殖場

サニーライフ株式会社

Japanimedia

ジャパンアニメストア

株式会社ジャパンディスプレイ

株式会社キンリュー

合同会社Gratus

コルドンヴェール株式会社

Thermopylae株式会社

澁谷工業株式会社

シヤチハタ株式会社

キャノンマシナリー株式会社

株式会社CAMELON

株式会社川本製作所　岡崎工場

KOTO　TEA

小林クリエイト株式会社

株式会社小牧

株式会社ジェイテクト

株式会社ジェーピーマネジメント

株式会社ジグザグ

株式会社北正

岐阜種苗株式会社

国際実業株式会社

小島プレス工業株式会社

株式会社ジェイアンドシー

株式会社JFA

川崎重工業株式会社

河村電器産業株式会社

カメヤマ株式会社

株式会社ケンクレスト

合同酒精株式会社

株式会社交洋

株式会社シージェイネットワークス

有限会社ジェイ・リスト

ジェイアイプラン

Camera Ranch

株式会社CARASCO

株式会社ゲオ

株式会社元氣玉

CKD株式会社

株式会社ジー・サカイ

株式会社カネ春水産

神杉酒造株式会社

カゴメ株式会社

株式会社グローバルブランド

クロスプラス株式会社

株式会社ケイアイコン

サンワトレーディング株式会社

株式会社ジーエスエレテック

ジーエフシー株式会社

gadget4gift

佳成食品株式会社

尾鷲物産株式会社

カイインダストリーズ株式会社



（荷主つづき）

瀧定名古屋株式会社 株式会社トーカン 日本発条株式会社

タキヒヨー株式会社 時松商事 株式会社NEWRECT

タクト株式会社 徳田工業株式会社 株式会社ネオ・ウィング

竹本油脂株式会社 株式会社都市造形研究所 ネットロジックス合同会社

株式会社龍村 豊明花き株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド

大同特殊鋼株式会社 株式会社東芝　中部支社 財団法人日本航空機開発協会

大同メタル工業株式会社 株式会社東貿 日本車輌製造株式会社

太平洋精工株式会社 東朋テクノロジー株式会社 日本特殊陶業株式会社

株式会社タイテック 東光株式会社 株式会社ニデック

大東魚類株式会社 株式会社東郷製作所 日本板硝子株式会社

ソニーサプライチェーンソリューション株式会社 東海興業株式会社 株式会社南山園

株式会社大花コーポレーション 東海物産株式会社 有限会社錦野

有限会社だいだい 株式会社東海理化電機製作所 日東電工株式会社　豊橋事業所

株式会社Sendico 株式会社デンソー 成田養魚園株式会社

双日エアロスペース株式会社 東海光学株式会社 鳴海製陶株式会社

セキ工業株式会社 テーラーメイドゴルフ株式会社 有限会社中森貿易商会

全国農業協同組合連合会　岐阜県本部 テバ製薬株式会社 株式会社ナナコ

株式会社千趣会 株式会社テルミック ナブテスコ株式会社

セイコーエプソン株式会社 D-matcha株式会社 トリニティ工業株式会社

株式会社セイワフード 株式会社TYK 株式会社トレードシティ

住友理工株式会社 株式会社TRA京都 トヨタ紡織株式会社

駿河淡水株式会社 株式会社TA西村 豊通食料株式会社

星日産業株式会社 DK . Store 株式会社トランスペアレント

住友商事株式会社　中部ブロック 中部流通株式会社 トヨタ車体株式会社

住友電装株式会社 株式会社土屋組 豊田通商株式会社

有限会社ステップライズ 株式会社千春うなぎ 豊田合成株式会社

Smart Project 合同会社 中央精機株式会社 トヨタ自動車株式会社

株式会社スマイルコーポレーション 中部科学機器株式会社 株式会社豊田自動織機

株式会社スズケン 多摩川精機販売株式会社 豊島株式会社

スズキ＆アソシエイツ有限会社 株式会社WCS 豊興工業株式会社



（荷主つづき）

富士通株式会社 マックコーポレーション株式会社 明治電機工業株式会社

富士スピードウェイ株式会社 マスプロ電工株式会 ムトー精工株式会社

富士ゼロックス
　マニュファクチュアリング株式会社

株式会社松尾製作所 ムトーテクニカル

株式会社富士インダストリーズ中部支店 株式会社ホンダトレーディング 民間航空機株式会社

株式会社フジキカイ 株式会社マウロア 合同会社Musubi Lab

富士重工業株式会社
　航空宇宙ｶﾝﾊﾟﾆｰ宇都宮製作所／半田工場

株式会社マキタ 株式会社ムスび

フォーストリングスジャパン合同会社 株式会社ホビーリンクジャパン 三菱電機ロジスティクス株式会社

フォスター電機株式会社 本田技研工業株式会社 三星刃物株式会社

福花園種苗株式会社 本多金属工業株式会社 ミナミ産業株式会社

ファーハイジャパン薬業株式会社 Bokksu Inc. 三菱電機株式会社

ファイザー株式会社 株式会社ホットプラス 三菱電機オスラム株式会社

株式会社彦商 細川貿易所
三菱重工業株式会社
　名古屋航空宇宙システム製作所

BIG BOWL 株式会社ポッカコーポレーション 三菱重工航空エンジン株式会社

株式会社響庵 Bokksu株式会社 三菱商事株式会社　中部支社

光精工株式会社 合同会社borderfactory 三菱航空機株式会社

Pico Jr ホシザキ電機株式会社 三菱自動車工業株式会社

ハンルイ医薬株式会社 豊和工業株式会社 三井物産株式会社　中部支社

株式会社ピアチェーレ 豊和繊維工業株式会社 株式会社三豊

浜松ホトニクス株式会社 フルハシEPO株式会社 株式会社美里花き流通グループ

株式会社ハヤカワカンパニー ブレスインターナショナル株式会社 MITAMA-JAPAN

株式会社萬来トレーディングコンサルタント 株式会社BERTRAND 三井化学東セロ株式会社

濵中産業株式会社 プリミータス有限会社 丸華株式会社

浜名湖電装株式会社 BRUT Company 丸紅株式会社　名古屋支社

パイオニアサービスネットワーク株式会社 ブラザー工業株式会社 株式会社丸順

ハイ・クリプトン株式会社 ブラザー精密工業株式会社 株式会社丸忠商店

株式会社バッファロー ブリストル・マイヤーズ株式会社　愛知工場 有限会社まると水産

富士通テン株式会社

株式会社フジミインコーポレーテッド

株式会社藤本工芸

株式会社ブライト

株式会社松坂屋

株式会社MANATY

株式会社まるゑい

丸佐株式会社

株式会社名鉄百貨店

株式会社メニコン

メルシャン株式会社

麺屋まるかつ



（荷主つづき）

株式会社モビリティランド

株式会社森精機製作所

モリリン株式会社

株式会社ヤクセル

矢崎総業株式会社

株式会社八幡ねじ

ヤマザキマザックトレーディング株式会社

山商水産株式会社

有限会社山武商店

ヤマハ株式会社

ヤマハ発動機株式会社

株式会社やまびこ

ユーゴイメックス株式会社

ユニー株式会社

UNIPORT

Yoshimin

有限会社ライズかわはら

ラッキーこぽ

株式会社Laffey

株式会社LIXIL

リンナイ株式会社

ルビコン株式会社

株式会社レーザックス

レザーマンツールジャパン株式会社

レシップ株式会社

ローランド株式会社

ローランド　ディー．ジー．株式会社

株式会社ワールドエクスポート

以下　（　計 385 社　）

ワールドシフト株式会社

YKK株式会社



◆ フォワーダー

(50音順・2021年10月1日現在）

「フライ・セントレア・カーゴ」パートナー企業

伊勢湾海運株式会社 株式会社日立物流バンテックフォワーディング

愛知海運株式会社 株式会社阪急阪神エクスプレス

株式会社愛知日新 パントスジャパン株式会社

インターナショナル・エクスプレス株式会社 株式会社ホンダロジスティクス

株式会社OCS 丸紅物流株式会社

株式会社上組 三井倉庫エクスプレス株式会社

キューネ・アンド・ナーゲル株式会社 三菱倉庫株式会社　国際運輸事業部

株式会社近鉄エクスプレス 名港海運株式会社

ケイラインロジスティックス株式会社 名鉄観光サービス株式会社

CJ Logistics Japan株式会社
ヤマトグローバル
　ロジスティクスジャパン株式会社

ＪＰサンキュウ
　グローバルロジスティクス株式会社

郵船ロジスティクス株式会社

ジャスフォワーディングジャパン株式会社
ユーピーエス
　サプライチェーンソリューション・ジャパン（株）

商船三井ロジスティクス株式会社

株式会社住友倉庫

西濃シェンカー株式会社

ソニーサプライチェーンソリューション株式会社

DHLグローバルフォワーディングジャパン株式
会社

ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社

東陽倉庫株式会社

株式会社トライネット

株式会社南海エクスプレス

西日本鉄道株式会社

以下　（　計 38 社　）

濃飛倉庫運輸株式会社

日本通運株式会社

日本トランスシティ株式会社



◆ トラッカー

(50音順・2021年10月1日現在）

「フライ・セントレア・カーゴ」パートナー企業

阿久比運輸株式会社 松栄運輸株式会社

愛知陸運株式会社 富士運輸株式会社

愛陸急送株式会社 ブルースカイロジスティクス株式会社

朝日ラインシステム株式会社 溝口運輸株式会社

株式会社エーピーエス 株式会社明送ロジコム

株式会社エスラインギフ 名阪急配株式会社

株式会社応時物流 森吉通運株式会社

株式会社近鉄トランステック 郵船航空ロジテック株式会社

航空集配サービス株式会社 UNI-cast株式会社

株式会社コダマサービス

佐川急便株式会社

株式会社三愛

株式会社スワロー物流株式会社

センターリバー株式会社

ダイセーエブリー二十四株式会社

中京陸運株式会社

津エアポートライン株式会社

株式会社常滑コンテ

中野運送株式会社

名古屋陸送株式会社

南信貨物自動車株式会社

濃飛倉庫運輸株式会社

平野カーゴ株式会社

以下　（　計 34 社　）

株式会社阪急阪神ロジパートナーズ

株式会社ピュアライン


