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荷主関係 

ふりがな 

受賞者名 功績概要 住所 
えすてーかぶしきかいしゃ  

エステー株式会社 
地球環境にやさしい海上

輸送を積極的に利用し、モ

ーダルシフトの促進に多

大な貢献をした。 

東京都新宿区下落合 1－4－10 

かおうかぶしきかいしゃ かわさきこうじょう 

花王株式会社 川崎工場 同上 神奈川県川崎市川崎区浮島1－2 

おおいたきゃのんまてりあるかぶしきかいしゃ 

大分キャノンマテリアル株式会社 同上 大分県杵築市熊野 1－111 

えーすこっくかぶしきかいしゃ とうきょうこうじょう 

エースコック株式会社 東京工場 同上 埼玉県川越市今福 461－1 

にしにほんでんせんかぶしきかいしゃ 

西日本電線株式会社 同上 大分県大分市春日浦 

みやざきあすもかぶしきがいしゃ 

宮崎アスモ株式会社 同上 宮崎県東諸県郡国富町 4188 

こか・こーらうえすとかぶしきかいしゃ 

コカ・コーラウエスト株式会社 同上 福岡県福岡市東区箱崎 7丁目 9番 66号 

ねすれにっぽんかぶしきかいしゃ 

ネスレ日本株式会社 同上 兵庫県神戸市中央区御幸通7－1－15 

かぶしきかいしゃおおつかせいやくこうじょう なるとこうじょう/まつし

げこうじょう 

株式会社大塚製薬工場 鳴門工場／松茂工

場 

同上 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115 

徳島県松野郡松茂町豊久字豊久開拓139－

1 

かぶしきかいしゃきゅうしゅうふせらし 

株式会社九州フセラシ 同上 大分県宇佐市大字蜷木 788 

きょうどうしゃふとかぶしきかいしゃ ほんしゃ・かしまこうじょう 

協同シャフト株式会社 本社・加島工場 同上 大阪府大阪市淀川区加島 4－7－8 

めいじにゅうぎょうかぶしきがいしゃ とかちこうじょう 

明治乳業株式会社 十勝工場 同上 東京都江東区新砂 1－2－10 

かぶしきがいしゃさにっくすかんきょうしげんかいはつじぎょうほんぶ 

株式会社サニックス環境資源開発事業本部 同上 東京都港区虎ノ門 1丁目 2番 8号 

にほんいたがらすかぶしきかいしゃ ちばじぎょうしょ 

日本板硝子株式会社 千葉事業所 
同上 千葉県市原市姉ヶ崎海岸 6 

にほんいたがらすびるでぃんぐぷろだくつかぶしきかいしゃ 

日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会

社 

同上 千葉県市原市姉ヶ崎海岸 6 



やまざきなびすこかぶしきかいしゃ こがじぎょうしょ 

ヤマザキナビスコ株式会社 古河事業所 
同上 茨城県古河市丘里 7 

たいほうやくひんこうぎょうかぶしきかいしゃ おかやまこうじょう 

大鵬薬品工業株式会社 岡山工場 
同上 岡山県備前市久々井字沖 1775－1 

えひめさにたりーぷろだくつかぶしきかいしゃ 

愛媛サニタリープロダクツ株式会社 
同上 愛媛県西条市ひうち 6－3 

だいわはうすこうこうぎょうかぶしきかいしゃ とうほくこうじょう 

大和ハウス工業株式会社 東北工場 同上 宮城県大崎市古川小野字中蝦沢 133番地 

あかしきかいこうぎょうかぶしきかいしゃ きゅうしゅうこうじょう 

明石機械工業株式会社 九州工場 
同上 福岡県朝倉市平塚261番地1号 

にほんゆそうききかぶしきかいしゃ きょうとこうじょう 

日本輸送機株式会社 京都工場 同上 京都府長岡京市東神足 2丁目 1番 1号 

ひのじどうしゃかぶしきかいしゃ 

日野自動車株式会社 
同上 東京都日野市日野台 3丁目1－1 

かぶしきかいしゃしましょうかい 

株式会社シマ商会 
同上 福島県南相馬市原町区雫字権現下 73－2 

 



 

物流事業者関係 
ふりがな 

受賞者名 功績概要 住所 
ぷらねっとぶつりゅうかぶしきかいしゃ 

プラネット物流株式会社 
地球環境にやさしい海上

輸送を積極的に利用し、

モーダルシフトの促進に

多大な貢献をした。 

東京都中央区築地 4－5－9 

あたごそうこかぶしきかいしゃ きたかんとうじぎょうぶしたまじぎょうしょ 

愛宕倉庫株式会社 北関東事業部埼玉事業所 同上 埼玉県深谷市上野台割塚 1400番地 17 

にほんこんぽううんゆそうこかぶしきかいしゃ いわきえいぎょうしょ 

日本梱包運輸倉庫株式会社 いわき営業所 同上 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作 23－
2 

さいきょううんゆそうこかぶしきかいしゃ 

西京運輸倉庫株式会社 同上 福岡県北九州市門司区新門司3丁目23番

かんこうきせんかぶしきかいしゃ 

関光汽船株式会社 同上 山口県下関竹崎町 4－6－8 

しぶさわそうこかぶしきかいしゃ 

澁澤倉庫株式会社 同上 東京都江東区永代 2－37－25 

にっしょううんゆかぶしきかいしゃ 

日正運輸株式会社 同上 東京都江東区永代 2－37－25 

かぶしきかいしゃいけぞう 

株式会社イケゾウ 同上 福岡県北九州市門司区新門司北一丁目 4
番 

かぶしきかいしゃにしかわしょうじうんゆ 

株式会社西川商事運輸 同上 三重県伊賀市西明寺 2807－1 

だいとらうんゆかぶしきがいしゃ 

大虎運輸株式会社 同上 大阪府四条畷市田原台 2－13－1 

とうきゅうそうごううんゆかぶしきがいしゃ 

東九総合運輸株式会社 同上 大分県大分市大字駄原 2905番地の 10 

かりつーかぶしきがいしゃ とよはしえいぎょうしょ 

カリツー株式会社 豊橋営業所 
同上 愛知県豊橋市東細谷町字奥田97－28 

こか・こーらうえすとろじすてぃくすかぶしきがいしゃ 

コカ・コーラウエストロジスティクス株式会

社 

同上 福岡県福岡市東区箱崎 7丁目 9番 66号 

おたるそうこかぶしきがいしゃ とうきょうえいぎょうほんぶ 

小樽倉庫株式会社 東京営業本部 
同上 

東京都港区芝浦 3丁目 20－9 

おおつかそうこかぶしきがいしゃ しこくしてん 

大塚倉庫株式会社 四国支店 
同上 

徳島県徳島市川内町加賀須野 463－18 

かぶしきがいしゃろーど・らいん 

株式会社ロード・ライン 
同上 

大分県宇佐市大字富山 507番地の 2 



かぶしきがいしゃえぬえすゆーぶつりゅうさーびす おおさかしてん 

株式会社エヌエスユー物流サービス 大阪支

店 

同上 
大阪府大阪市住之江区平林南 2 丁目 4 番

47号 

めいじろじてっくかぶしきがいしゃ 

明治ロジテック株式会社 
同上 

東京都墨田区緑 1－26－11 

ひしなかかいりくうんゆかぶしきがいしゃ 

菱中海陸運輸株式会社 
同上 

東京都中央区銀座 7丁目 13番 8号 

おたるそうこかぶしきがいしゃ とうきょうしてん 

小樽倉庫株式会社 東京支店 
同上 

東京都港区芝浦 3－20－9 

おおつかそうこかぶしきがいしゃ あこうえいぎょうしょ 

大塚倉庫株式会社 赤穂営業所 
同上 

兵庫県赤穂市西浜北町 1122－73 

まるきょううんゆかぶしきがいしゃ 

丸協運輸株式会社 
同上 

愛媛県東温市南方 2295番地 1 

だいわぶつりゅうかぶしきがいしゃ 

大和物流株式会社 
同上 

宮城県大崎市古川小野字中蝦沢 133番地 

さんりくうんゆかぶしきがいしゃ 

三陸運輸株式会社 
同上 

宮城県仙台市宮城野区港 4丁目 9番 6号 

とよのうんそうかぶしきがいしゃ 

豊能運送株式会社 
同上 

大阪府池田市城南 1丁目 2番 26号 

かぶしきがいしゃみくにらんてっく 

株式会社ミクニランテック 
同上 

大阪府和泉市テクノステージ3丁目9－18

 


