
登場人物（50音順）

姓名 ふりがな 初出 年齢 所属1 所属2 所属3 役職 備考
相沢 寛久 あいざわ ひろひさ 10-03 北陸ロジステック 総務部 総務課 課長
赤松 拓郎 あかまつ たくろう 01-06 11 赤松家 02長男
赤松 哲郎 あかまつ てつろう 01-06 8 赤松家 04次男
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松運送 01社長
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松家 01夫
赤松 寿郎 あかまつ としろう 04-03 赤松家 00創業者・先代社長
赤松 史絵 あかまつ ふみえ 01-06 赤松家 01妻
赤松 萌 あかまつ もえ 01-06 10 赤松家 03長女
秋山 秀記 あきやま ひでき 10-14 31 科学警察研究所
井崎 一亮 いざき かずあき 03-01 東京ホープ銀行 本店営業本部 04ホープ自動車担当調査役
一瀬 君康 いちのせ きみやす 04-08 ホープ自動車 品質保証部 04部長代理
今中 郁夫 いまなか いくお 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 05課長補佐
榎本 崇 えのもと たかし 03-03 週刊潮流 記者
太田 秋枝 おおた あきえ 02-02 赤松運送 総務課 07事務補助
岡島 おかじま 09-04 クマハチ興運 総務部 部長
岡田 おかだ 10-02 ホープ自動車 商品開発部 市場開発一課 06課長補佐
岡本 平四郎 おかもと へいしろう 03-04 ホープ自動車 01代表取締役社長
柏原 かしわばら 04-04 ホープ自動車 品質保証部 03部長
片山 美香 かたやま みか 04-07 片山家 02長女
片山 淑子 かたやま よしこ 01-06 片山家 保険会社 01セールスレディ
加藤 かとう 02-09 ホープ自動車 研究所 06研究員
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 赤松運送 整備課 06整備士
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 門田家 夫
門田 千夏 かどた ちか 01-03 21 門田家 妻
狩野 威 かのう たけし 03-01 ホープ自動車 02常務取締役
神田 恭子 かんだ きょうこ 08-03 尾山西小学校 PTA 03学年副代表
北村 信彦 きたむら のぶひこ 02-02 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 06課長補佐
紀本孝道 きもと たかみち 03-02 東京ホープ銀行 本店営業部 04次長
倉田 望 くらた のぞみ 04-05 尾山西小学校 01校長
黒田 くろだ 09-05 黒田急送 社長
児玉征治 こだま まさはる 02-04 60 児玉通運 社長
後藤 ごとう 09-02 各務原輸送
小牧 重道 こまき しげみち 02-07 ホープ自動車 車両整備部 06課長補佐
小村 こむら 11-04 尾山西小学校 03父兄（6年1組）
小茂田 鎮 こもだ まもる 01-07 30 東京ホープ銀行 自由が丘支店 09課長代理
小諸 直文 こもろ なおふみ 07-02 赤松運送側 弁護士
坂本美津子 さかもと みつこ 04-05 尾山西小学校 02教諭・拓郎のクラス担任
沢田 英里子 さわだ えりこ 02-10 沢田家 妻
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 沢田家 夫
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長
嶋本 しまもと 09-03 嶋本運送 社長
進藤治男 しんどう はるお 05-03 49 はるな銀行 蒲田支店 融資課 02課長
杉本 元 すぎもと はじめ 05-04 36 ホープ自動車 品質保証部 06ネットワーク管理者
多鹿 路雄 たが みちお 10-10 40 港北警察署 03刑事
高嶋 泰典 たかしまやすのり 01-01 36 赤松運送 総務課 03課長
高幡 真治 たかはた しんじ 01-01 50 港北警察署 03刑事
高森 たかもり 09-09 38 高森運送 社長
田坂 茂 たさか しげる 04-01 東京ホープ銀行 自由が丘支店 08支店長
谷川 市郎 たにがわ いりろう 12-03 ホープ商事 社長
谷山 治郎 たにやま じろう 01-02 58 赤松運送 整備課 03課長
玉置 たまき 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 07自由が丘支店担当
田谷 たや 08-08 ホープ自動車 商品開発部 03部長
東郷 直弼 どうごう 09-07 東京ホープ銀行 本店 01頭取
徳永真治 とくなが しんじ 11-10 ホープ自動車 商品開発部 商品企画課 06課長補佐
富田 とみた 10-07 ホープ自動車側 弁護士
鳥井 とりい 02-08 赤松運送 営業 05営業担当
内藤 哲治 ないとう てつはる 10-10 港北警察署 捜査課 02課長
長岡 俊紀 ながおか としのり 09-03 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長（沢田の後任）
長瀬俊朔 ながせ しゅんさく 10-14 港北警察署 捜査部 01部長
中村桂子 なかむら けいこ 05-03 はるな銀行 蒲田支店 01支店長
野坂明義 のさか あきよし 02-10 ホープ自動車 販売部 04部長代理
橋爪 大祐 はしづめ だいすけ 06-06 ホープ自動車 02副社長
長谷部 範彦 はせべ のりひこ 07-09 東京ホープ銀行 本店広報部 広報室 04室長（広報部次長）
花畑 清彦 はなばた きよひこ 04-08 ホープ自動車 販売部 03部長
浜崎 はまざき 07-05 48 ホープ自動車 人事部 02副部長
濱中 譲二 はまなか じょうじ 06-02 東京ホープ銀行 本店営業部 03部長
兵藤 ひょうどう 10-12 兵藤運送 社長
平本 末嗣 ひらもと すえつぐ 01-05 相模マシーナリー 配送担当
藤木 登 ふじき のぼる 07-03 赤松運送 運行 07ドライバー
巻田 三郎 まきた さぶろう 03-01 東京ホープ銀行 本店 02専務
真下 ました 01-06 真下家 01母
真下 徹 ました とおる 01-06 11 真下家 02子
益田 ますだ 01-07 東京ホープ販売 課長
真鍋 耕太 まなべ こうた 10-02 ホープ自動車 商品開発部 04部長代理
三浦成夫 みうら しげお 03-01 ホープ自動車 自動車財務部 05課長（銀行担当者）
三橋 義保 みはし よしやす 12-03 ホープ重工 社長
宮代 直吉 みやしろ なおきち 01-01 60 赤松運送 運行管理 02専務
村野 むらの 02-07 ホープ自動車 品質保証部 06課長補佐
室井 秀夫 むろい ひでお 02-07 ホープ自動車 品質保証部 品質保証課 05課長
本村 もとむら 12-06 東京地裁 判事
安友 研介 やすとも けんすけ 01-01 35 赤松運送 運行 07ドライバー
柚木 妙子 ゆぎ たえこ 01-01 33 柚木家 01妻
柚木 貴史 ゆぎ たかし 05-05 6 柚木家 02子
柚木 雅文 ゆぎ　まさふみ 05-05 33 柚木家 01夫
吉田 よしだ 01-04 30 港北警察署 04刑事補



登場人物（組織別）

姓名 ふりがな 初出 年齢 所属1 所属2 所属3 役職 備考
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松運送 01社長
宮代 直吉 みやしろ なおきち 01-01 60 赤松運送 運行管理 02専務
高嶋 泰典 たかしまやすのり 01-01 36 赤松運送 総務課 03課長
谷山 治郎 たにやま じろう 01-02 58 赤松運送 整備課 03課長
鳥井 とりい 02-08 赤松運送 営業 05営業担当
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 赤松運送 整備課 06整備士
太田 秋枝 おおた あきえ 02-02 赤松運送 総務課 07事務補助
藤木 登 ふじき のぼる 07-03 赤松運送 運行 07ドライバー
安友 研介 やすとも けんすけ 01-01 35 赤松運送 運行 07ドライバー
小諸 直文 こもろ なおふみ 07-02 赤松運送側 弁護士
赤松 寿郎 あかまつ としろう 04-03 赤松家 00創業者・先代社長
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松家 01夫
赤松 史絵 あかまつ ふみえ 01-06 赤松家 01妻
赤松 拓郎 あかまつ たくろう 01-06 11 赤松家 02長男
赤松 萌 あかまつ もえ 01-06 10 赤松家 03長女
赤松 哲郎 あかまつ てつろう 01-06 8 赤松家 04次男
倉田 望 くらた のぞみ 04-05 尾山西小学校 01校長
坂本美津子 さかもと みつこ 04-05 尾山西小学校 02教諭・拓郎のクラス担任
神田 恭子 かんだ きょうこ 08-03 尾山西小学校 PTA 03学年副代表
小村 こむら 11-04 尾山西小学校 03父兄（6年1組）
秋山 秀記 あきやま ひでき 10-14 31 科学警察研究所
後藤 ごとう 09-02 各務原輸送
片山 淑子 かたやま よしこ 01-06 片山家 保険会社 01セールスレディ
片山 美香 かたやま みか 04-07 片山家 02長女
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 門田家 夫
門田 千夏 かどた ちか 01-03 21 門田家 妻
岡島 おかじま 09-04 クマハチ興運 総務部 部長
黒田 くろだ 09-05 黒田急送 社長
長瀬俊朔 ながせ しゅんさく 10-14 港北警察署 捜査部 01部長
内藤 哲治 ないとう てつはる 10-10 港北警察署 捜査課 02課長
多鹿 路雄 たが みちお 10-10 40 港北警察署 03刑事
高幡 真治 たかはた しんじ 01-01 50 港北警察署 03刑事
吉田 よしだ 01-04 30 港北警察署 04刑事補
児玉征治 こだま まさはる 02-04 60 児玉通運 社長
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 沢田家 夫
沢田 英里子 さわだ えりこ 02-10 沢田家 妻
嶋本 しまもと 09-03 嶋本運送 社長
榎本 崇 えのもと たかし 03-03 週刊潮流 記者
高森 たかもり 09-09 38 高森運送 社長
本村 もとむら 12-06 東京地裁 判事
益田 ますだ 01-07 東京ホープ販売 課長
東郷 直弼 どうごう 09-07 東京ホープ銀行 本店 01頭取
巻田 三郎 まきた さぶろう 03-01 東京ホープ銀行 本店 02専務
濱中 譲二 はまなか じょうじ 06-02 東京ホープ銀行 本店営業部 03部長
紀本孝道 きもと たかみち 03-02 東京ホープ銀行 本店営業部 04次長
長谷部 範彦 はせべ のりひこ 07-09 東京ホープ銀行 本店広報部 広報室 04室長（広報部次長）
井崎 一亮 いざき かずあき 03-01 東京ホープ銀行 本店営業本部 04ホープ自動車担当調査役
今中 郁夫 いまなか いくお 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 05課長補佐
玉置 たまき 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 07自由が丘支店担当
田坂 茂 たさか しげる 04-01 東京ホープ銀行 自由が丘支店 08支店長
小茂田 鎮 こもだ まもる 01-07 30 東京ホープ銀行 自由が丘支店 09課長代理
中村桂子 なかむら けいこ 05-03 はるな銀行 蒲田支店 01支店長
進藤治男 しんどう はるお 05-03 49 はるな銀行 蒲田支店 融資課 02課長 0
兵藤 ひょうどう 10-12 兵藤運送 社長
岡本 平四郎 おかもと へいしろう 03-04 ホープ自動車 01代表取締役社長
狩野 威 かのう たけし 03-01 ホープ自動車 02常務取締役
橋爪 大祐 はしづめ だいすけ 06-06 ホープ自動車 02副社長
浜崎 はまざき 07-05 48 ホープ自動車 人事部 02副部長
柏原 かしわばら 04-04 ホープ自動車 品質保証部 03部長
田谷 たや 08-08 ホープ自動車 商品開発部 03部長
花畑 清彦 はなばた きよひこ 04-08 ホープ自動車 販売部 03部長
一瀬 君康 いちのせ きみやす 04-08 ホープ自動車 品質保証部 04部長代理
野坂明義 のさか あきよし 02-10 ホープ自動車 販売部 04部長代理
真鍋 耕太 まなべ こうた 10-02 ホープ自動車 商品開発部 04部長代理
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長
室井 秀夫 むろい ひでお 02-07 ホープ自動車 品質保証部 品質保証課 05課長
三浦成夫 みうら しげお 03-01 ホープ自動車 自動車財務部 05課長（銀行担当者）
長岡 俊紀 ながおか としのり 09-03 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長（沢田の後任）
岡田 おかだ 10-02 ホープ自動車 商品開発部 市場開発一課 06課長補佐
北村 信彦 きたむら のぶひこ 02-02 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 06課長補佐
小牧 重道 こまき しげみち 02-07 ホープ自動車 車両整備部 06課長補佐
徳永真治 とくなが しんじ 11-10 ホープ自動車 商品開発部 商品企画課 06課長補佐
村野 むらの 02-07 ホープ自動車 品質保証部 06課長補佐
加藤 かとう 02-09 ホープ自動車 研究所 06研究員
杉本 元 すぎもと はじめ 05-04 36 ホープ自動車 品質保証部 06ネットワーク管理者
富田 とみた 10-07 ホープ自動車側 弁護士
三橋 義保 みはし よしやす 12-03 ホープ重工 社長
谷川 市郎 たにがわ いりろう 12-03 ホープ商事 社長
相沢 寛久 あいざわ ひろひさ 10-03 北陸ロジステック 総務部 総務課 課長
真下 ました 01-06 真下家 01母
真下 徹 ました とおる 01-06 11 真下家 02子
柚木 雅文 ゆぎ　まさふみ 05-05 33 柚木家 01夫
柚木 妙子 ゆぎ たえこ 01-01 33 柚木家 01妻
柚木 貴史 ゆぎ たかし 05-05 6 柚木家 02子
平本 末嗣 ひらもと すえつぐ 01-05 相模マシーナリー 配送担当



登場人物（登場順）

姓名 ふりがな 初出 年齢 所属1 所属2 所属3 役職 備考
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松運送 01社長
高嶋 泰典 たかしまやすのり 01-01 36 赤松運送 総務課 03課長
安友 研介 やすとも けんすけ 01-01 35 赤松運送 運行 07ドライバー
宮代 直吉 みやしろ なおきち 01-01 60 赤松運送 運行管理 02専務
赤松 徳太郎 あかまつ とくたろう 01-01 40 赤松家 01夫
高幡 真治 たかはた しんじ 01-01 50 港北警察署 03刑事
柚木 妙子 ゆぎ たえこ 01-01 33 柚木家 01妻
谷山 治郎 たにやま じろう 01-02 58 赤松運送 整備課 03課長
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 赤松運送 整備課 06整備士
門田 駿一 かどた しゅんいち 01-02 23 門田家 夫
門田 千夏 かどた ちか 01-03 21 門田家 妻
吉田 よしだ 01-04 30 港北警察署 04刑事補
平本 末嗣 ひらもと すえつぐ 01-05 相模マシーナリー 配送担当
赤松 拓郎 あかまつ たくろう 01-06 11 赤松家 02長男
赤松 哲郎 あかまつ てつろう 01-06 8 赤松家 04次男
赤松 史絵 あかまつ ふみえ 01-06 赤松家 01妻
赤松 萌 あかまつ もえ 01-06 10 赤松家 03長女
片山 淑子 かたやま よしこ 01-06 片山家 保険会社 01セールスレディ
真下 ました 01-06 真下家 01母
真下 徹 ました とおる 01-06 11 真下家 02子
益田 ますだ 01-07 東京ホープ販売 課長
小茂田 鎮 こもだ まもる 01-07 30 東京ホープ銀行 自由が丘支店 09課長代理
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 沢田家 夫
沢田 悠太 さわだ ゆうた 02-01 37 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長
太田 秋枝 おおた あきえ 02-02 赤松運送 総務課 07事務補助
北村 信彦 きたむら のぶひこ 02-02 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 06課長補佐
児玉征治 こだま まさはる 02-04 60 児玉通運 社長
村野 むらの 02-07 ホープ自動車 品質保証部 06課長補佐
室井 秀夫 むろい ひでお 02-07 ホープ自動車 品質保証部 品質保証課 05課長
小牧 重道 こまき しげみち 02-07 ホープ自動車 車両整備部 06課長補佐
鳥井 とりい 02-08 赤松運送 営業 05営業担当
加藤 かとう 02-09 ホープ自動車 研究所 06研究員
沢田 英里子 さわだ えりこ 02-10 沢田家 妻
野坂明義 のさか あきよし 02-10 ホープ自動車 販売部 04部長代理
井崎 一亮 いざき かずあき 03-01 東京ホープ銀行 本店営業本部 04ホープ自動車担当調査役
巻田 三郎 まきた さぶろう 03-01 東京ホープ銀行 本店 02専務
三浦成夫 みうら しげお 03-01 ホープ自動車 自動車財務部 05課長（銀行担当者）
狩野 威 かのう たけし 03-01 ホープ自動車 02常務取締役
紀本孝道 きもと たかみち 03-02 東京ホープ銀行 本店営業部 04次長
榎本 崇 えのもと たかし 03-03 週刊潮流 記者
岡本 平四郎 おかもと へいしろう 03-04 ホープ自動車 01代表取締役社長
田坂 茂 たさか しげる 04-01 東京ホープ銀行 自由が丘支店 08支店長
赤松 寿郎 あかまつ としろう 04-03 赤松家 00創業者・先代社長
柏原 かしわばら 04-04 ホープ自動車 品質保証部 03部長
倉田 望 くらた のぞみ 04-05 尾山西小学校 01校長
坂本美津子 さかもと みつこ 04-05 尾山西小学校 02教諭・拓郎のクラス担任
片山 美香 かたやま みか 04-07 片山家 02長女
一瀬 君康 いちのせ きみやす 04-08 ホープ自動車 品質保証部 04部長代理
花畑 清彦 はなばた きよひこ 04-08 ホープ自動車 販売部 03部長
進藤治男 しんどう はるお 05-03 49 はるな銀行 蒲田支店 融資課 02課長 0
中村桂子 なかむら けいこ 05-03 はるな銀行 蒲田支店 01支店長
杉本 元 すぎもと はじめ 05-04 36 ホープ自動車 品質保証部 06ネットワーク管理者
柚木 貴史 ゆぎ たかし 05-05 6 柚木家 02子
柚木 雅文 ゆぎ　まさふみ 05-05 33 柚木家 01夫
濱中 譲二 はまなか じょうじ 06-02 東京ホープ銀行 本店営業部 03部長
橋爪 大祐 はしづめ だいすけ 06-06 ホープ自動車 02副社長
小諸 直文 こもろ なおふみ 07-02 赤松運送側 弁護士
藤木 登 ふじき のぼる 07-03 赤松運送 運行 07ドライバー
浜崎 はまざき 07-05 48 ホープ自動車 人事部 02副部長
長谷部 範彦 はせべ のりひこ 07-09 東京ホープ銀行 本店広報部 広報室 04室長（広報部次長）
神田 恭子 かんだ きょうこ 08-03 尾山西小学校 PTA 03学年副代表
田谷 たや 08-08 ホープ自動車 商品開発部 03部長
今中 郁夫 いまなか いくお 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 05課長補佐
玉置 たまき 08-09 東京ホープ銀行 本店融資部 07自由が丘支店担当
後藤 ごとう 09-02 各務原輸送
嶋本 しまもと 09-03 嶋本運送 社長
長岡 俊紀 ながおか としのり 09-03 ホープ自動車 販売部 カスタマー戦略課 05課長（沢田の後任）
岡島 おかじま 09-04 クマハチ興運 総務部 部長
黒田 くろだ 09-05 黒田急送 社長
東郷 直弼 どうごう 09-07 東京ホープ銀行 本店 01頭取
高森 たかもり 09-09 38 高森運送 社長
岡田 おかだ 10-02 ホープ自動車 商品開発部 市場開発一課 06課長補佐
真鍋 耕太 まなべ こうた 10-02 ホープ自動車 商品開発部 04部長代理
相沢 寛久 あいざわ ひろひさ 10-03 北陸ロジステック 総務部 総務課 課長
富田 とみた 10-07 ホープ自動車側 弁護士
内藤 哲治 ないとう てつはる 10-10 港北警察署 捜査課 02課長
多鹿 路雄 たが みちお 10-10 40 港北警察署 03刑事
兵藤 ひょうどう 10-12 兵藤運送 社長
秋山 秀記 あきやま ひでき 10-14 31 科学警察研究所
長瀬俊朔 ながせ しゅんさく 10-14 港北警察署 捜査部 01部長
小村 こむら 11-04 尾山西小学校 03父兄（6年1組）
徳永真治 とくなが しんじ 11-10 ホープ自動車 商品開発部 商品企画課 06課長補佐
三橋 義保 みはし よしやす 12-03 ホープ重工 社長
谷川 市郎 たにがわ いりろう 12-03 ホープ商事 社長
本村 もとむら 12-06 東京地裁 判事


