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さて浜松市は、古くから機械産業が
盛んで、近年は優れた技術が集積する

のPR活動に一役買っている。

浜松市のマスコットキャラクター「出世大名家康くん」と
「出世法師直虎ちゃん」をラッピングした「ナオトラック」

中継輸送 で調達の
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効率化を実現
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輸創企業

常務取締役 渡辺 裕 氏

有限会社ハロー・テンリュー

部長 金原 由己秀 氏

総務課長 鈴木 友美恵 氏
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直し、協力会社との協議、顧客への説
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社員と一丸となって顧客を信頼し、

「組織の生産性は、社員一人ひとりの能

材育成、さらに地域貢献活動と、着実

信頼される企業をめざしてきたという

運送事業に進出しておよそ10年、ま

力とモチベーションによって高めること
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の安全教育についても積極的に取り
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してくれるに違いない。

ドライバーB

静岡県
富士市

静岡県浜松市

京都
三重県鈴鹿市

中継地

ドライバーA

千葉県／埼玉県／神奈川県

運行形態（→ 乗継輸送 ／→ ダイレクト輸送）

月1回、開催される定期安全会議
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優秀ドライバーの表彰制度

安全教育に使用する教材は自社で作成
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