平成27年度 Gマーク運輸局長表彰事業所
北海道 No. 事業者名

営業所名

住所

1 北海道郵便逓送(株)

本社営業所

北海道札幌市東区北３９条東１丁目２－１

2 北海道郵便逓送(株)

倶知安営業所

北海道虻田郡倶知安町南５条西１丁目２６番地

3 スミセキ・コンテック(株)

北広島営業所

北海道北広島市北の里５７－２

4 北海道郵便逓送(株)

函館営業所

北海道函館市千歳町１７－４

5 札幌通運(株)

函館支店

北海道函館市西桔梗町５８９

6 日本通運(株)

室蘭物流センター

北海道室蘭市御崎町１丁目３６－２

7 北海道郵便逓送(株)

苫小牧営業所

北海道苫小牧市船見町１丁目１－２４

8 旭川郵便輸送(株)

旭川営業所

北海道旭川市永山７条１丁目１－６

9 北海道郵便逓送(株)

旭川営業所

北海道旭川市東旭川町共栄１２４－５

10 日本通運(株)

帯広支店

北海道帯広市西２０条南１丁目１－１０

11 北海道郵便逓送(株)

帯広営業所

北海道帯広市西２０条南１丁目１４－４５

営業所名

住所

1 (株)ムサシ物流

平泉営業所

岩手県西磐井郡平泉町平泉字塩沢１１６‐２

2 湊運輸倉庫(株)

本社営業所

岩手県盛岡市上厨川横長根５２番１号

3 太平輸送(株)

本社営業所

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３‐１１３

東北 No. 事業者名

関東 No. 事業者名

営業所名

住所

1 田中産業(株)

本社営業所

東京都江戸川区臨海町４－２－１

2 (株)ジェイアール東日本物流

狛江物流センター

東京都狛江市和泉本町３－２８－１

3 用賀運送(株)

本社営業所

東京都世田谷区上用賀５－７－２

4 (株)ジェイアール東日本物流

塩浜物流センター

東京都江東区塩浜２－１８－１２

5 天野運送(株)

本社営業所

東京都品川区荏原１－９－９

6 古屋運送(株)

本社営業所

東京都新宿区上落合１－４－１

7 中央運輸興業(株)

本社営業所

東京都江東区新木場２－１－２４

8 京浜運送(株)

本社営業所

東京都大田区京浜島２－４－４

9 (有)丸芳田中屋運送

本社営業所

東京都江東区北砂３－５－２５

10 (株)トーショー

西東京営業所

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷７２２－２

11 久留米運送(株)

板橋店

東京都板橋区高島平６－１－１

12 大東通運(株)

隅田川支店

東京都荒川区南千住４－１－１

13 上松輸送(株)

本社営業所

東京都港区芝２－９－１０

14 (株)三星・運送

本社営業所

東京都青梅市今井３－４－１４

15 (株)浅井

本社営業所

東京都大田区平和島５－８－２３

16 (株)ジェイアール東日本物流

新木場物流センター

東京都江東区新木場１－７－９

17 (株)トーショー

本社営業所

東京都小平市天神町３－１０－３

18 久留米運送(株)

江戸川店

東京都江戸川区臨海町４－３－１

19 (株)中央ロジスティクス

深川営業所

東京都江東区絵中島１－１－１

20 光運送(株)

本社営業所

神奈川県厚木市山際２１８－２

21 東洋メビウス(株)

久喜支店

埼玉県久喜市河原井町３

22 三光貨物(株)

本社営業所

埼玉県白岡市下大崎１１０－１

23 渡辺倉庫運送(株)

熊谷営業所

埼玉県熊谷市万吉２７９１

24 アサガミ(株)

埼玉営業所

埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬２２２

25 大里興運(有)

本社営業所

埼玉県深谷市人見２７４－４

26 (株)日本陸送

関東営業所

埼玉県狭山市中新田１１５７－１

27 (有)浦和小型運送

加須営業所

埼玉県加須市北大桑２３０－６

28 東洋メビウス(株)

埼玉支店

埼玉県比企郡吉見町大字下細谷９５０－２

29 (株)ジェイアール東日本物流

さいたま物流センター

埼玉県さいたま市北区今羽町１９０－１

30 臼杵運送(株)

北関東支店

群馬県邑楽郡千代田町大字福島８５７－１

31 (株)ニヤクコーポレーション

高崎事業所

群馬県高崎市倉賀野町字乙大道南３２０６－１

32 中越運送(株)

前橋ロジスティクスセンター

群馬県前橋市下大島字堰上１０２－４

33 (株)高陽運輸

本社営業所

千葉県四街道市大日２００１－３

34 鴻池運輸(株)

幕張流通センター営業所

千葉県習志野市芝園２－３－１

35 一宮運輸(株)

千葉営業所

千葉県市原市姉ヶ崎海岸１２４－２

36 中央通運(株)

白井営業所

千葉県白井市白井４３１－６

37 アサガミ(株)

市原営業所

千葉県市原市八幡浦２－６

38 渡辺倉庫運送(株)

千葉営業所

千葉県四街道市小名木１１６

39 共通運送(株)

東京営業所

千葉県浦安市鉄鋼通り１－８－７

40 (株)小島

市川営業所

千葉県市川市二俣６７３

41 アモンケミカル(株)

本社営業所

千葉県袖ヶ浦市椎の森３８５－２３

42 久留米運送(株)

千葉柏店

千葉県柏市花野井字上前留６９８－１

43 サンネット物流(株)

本社営業所

千葉県市原市千種１－１６－１３

44 (株)ジェイアール東日本物流

京葉流通センター 市川出張所 千葉県市川市二俣７１７－７２

45 (株)初見運輸倉庫

本社営業所

茨城県古河市西牛谷１３９４－２

46 (株)エネックス

関東支店鹿島営業所

茨城県神栖市砂山１６－４

47 レンゴーロジスティクス(株)

岩井営業所

茨城県坂東市上出島１１１３－１３

48 鴻池運輸(株)

水戸営業所

茨城県笠間市小原２６９５－１２４

49 共立輸送関東(株)

鹿島営業所

茨城県神栖市知手３０６１－２２，２５

50 日本図書輸送(株)

土浦営業所

茨城県土浦市並木３－１６－１３

51 武蔵貨物自動車(株)

水戸営業所

茨城県ひたちなか市枝川２８９－１

営業所名

住所

北陸 No. 事業者名
信越
1 田中産業(株)

上越営業所

新潟県上越市大字土橋１９２８

2 (有)丸善建設

本社営業所

新潟県新潟市南区鷲ノ木新田１０８

3 田中運輸機工(株)

本社営業所

新潟県上越市大字土橋１９２８

4 田中運輸機工(株)

新潟営業所

新潟県新潟市西区小新大通り３６９９番５

5 中越トラック(株)

長岡営業所

新潟県長岡市片田町１１３４番地２

6 中越トラック(株)

燕営業所

新潟県燕市本町二丁目２番２４号

7 北安陸送(株)

生坂営業所

長野県東筑摩郡生坂村５１９２

8 日本梱包運輸倉庫(株)

松本営業所

長野県松本市大字神林５０９８－３

9 愛知車輌興業(株)

長野営業所

長野県長野市小島田字新城６８３番地１

中部 No. 事業者名

営業所名

住所

1 中京陸運(株)

春日営業所

愛知県清須市春日新田９４

2 東洋運輸(株)

中部営業所

愛知県東海市浅山１丁目８０番地

3 (株)豊福組運輸

本社営業所

愛知県名古屋市中川区十一番町６丁目１０－１，１０－２

4 日本梱包運輸倉庫(株)

豊田営業所

愛知県豊田市広美町北繁８４

5 日本梱包運輸倉庫(株)

名古屋営業所

愛知県名古屋市南区元塩町６－１８－１

6 備後通運(株)

名古屋支店

愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１６５－１

7 丸一運輸(株)

藤前営業所

愛知県名古屋市港区藤前３－６０９

8 丸一運輸(株)

本社営業所

愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５

9 (株)丸高運輸

名古屋営業所

愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５

10 山三石油運輸(株)

本社営業所

愛知県豊川市白鳥町山桃２２－１

11 （株）トランスポート・オオスギ

本社営業所

静岡県磐田市見付字美登里１９７０－１，－１０

12 鈴與自動車運送(株)

清水支店

静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５－５１

13 遠州西濃運輸(株)

浜松支店

静岡県浜松市中区中央２丁目６－５

14 遠州西濃運輸(株)

掛川支店

静岡県掛川市成滝４０１－１

15 (株)日本陸送

鈴鹿営業所

三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５１－２１

16 日本梱包運輸倉庫(株)

鈴鹿営業所

三重県鈴鹿市高塚町字広瀬野１４５１－１５８

17 (株)日本陸送

四日市営業所

三重県四日市市中野町字西岡２１１５－１

18 (株)日本陸送

北勢営業所

三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字留尻６５

19 日本梱包運輸倉庫(株)

鈴鹿センター営業所

三重県鈴鹿市国府町石丸７６５１番地１１

20 日本梱包運輸倉庫(株)

菰野出張所

三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０

21 日本通運(株)

福井支店

福井県福井市重立町２２号５，４番地

22 甲斐運送(株)

本社営業所

福井県鯖江市神中町２丁目９０９－１

23 東洋運輸(株)

福井営業所

福井県福井市原目町６字山下１８－１

24 福貨通運(株)

本社営業所

福井県福井市花堂北１丁目４－４２

近畿 No. 事業者名

営業所名

住所

1 (株)中央ロジスティクス

大阪営業所

大阪府茨木市宮島２丁目３－１

2 丸髙運送(株)

本社営業所

大阪府堺市東区日置荘北町３丁１５－３８

3 井上運輸倉庫(株)

本社営業所

大阪府大東市諸福５－１３－４

4 丸一運輸(株)

大阪営業所

大阪府東大阪市川田１－６－３３

5 (株)辰巳商会

此花営業所

大阪府大阪市此花区桜島３－２－７５

6 越野運送(株)

本社営業所

大阪府大阪市都島区都島本通５－４－２２

7 北陽運輸機設(株)

本社営業所

大阪府大阪市大正区泉尾７－７－２

8 (株)アースカーゴ

本社営業所

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６６－１

9 日通舞鶴運輸(株)

本社営業所

京都府舞鶴市大字大波上１０４０－３

10 東郷運送(株)

本社営業所

兵庫県加西市繁昌町字南ノ岡乙７０－３

11 山手物流(有)

本社営業所

兵庫県姫路市豊富町豊富字風浦２３６５－３

12 日本梱包運輸倉庫(株)

滋賀営業所

滋賀県長浜市高月町大字柏原字南戸柱３７１－４

13 太陽運輸(株)

本社営業所

滋賀県長浜市高月町森本１００

14 和扇運輸(株)

本社営業所

和歌山県和歌山市築港４－１

営業所名

住所

1 (株)海田運輸

本社営業所

広島県安芸郡海田町三迫１－２－３

2 (株)河野

広島西営業所

広島県廿日市市宮内工業団地１－３

3 太陽工業(株)

商工センター営業所

広島県広島市西区草津港２－２－２

4 大和物流(株)

広島営業所

広島県東広島市志和流通１－２８

5 日光陸運(株)

本社営業所

広島県広島市安佐南区八木１－１３－１１

6 備後通運(株)

尾道支店糸崎営業所

広島県三原市糸崎４－１－７３

7 備後通運(株)

福山支店

広島県福山市東手城町３－３３－１６

8 備後通運(株)

北部流通センター

広島県福山市芦田町福田６５０－１

9 井倉運輸(株)

本社営業所

岡山県新見市足見８３－１

10 大和物流(株)

岡山営業所

岡山県岡山市北区大内田１０３２－２

11 日本梱包運輸倉庫(株)

岡山営業所

岡山県岡山市東区寺山１２５

12 備後通運(株)

水島支店

岡山県倉敷市東塚５－１－５

13 岩国通運(株)

本社営業所

山口県岩国市麻里布町１－５－２６

14 金井産業(株)

本社営業所

山口県山陽小野田市有帆５７０－８

15 (株)木下運送

本社事業所

山口県下関市楠乃４－１０－３０

16 共進(株)

本社営業所

山口県岩国市南岩国町３－２１－２０

中国 No. 事業者名

四国 No. 事業者名

営業所名

住所

1 日本通運(株)

徳島沖洲事業所

徳島県徳島市東沖洲一丁目２０－２

2 (株)ニヤクコーポレーション

近畿四国支店徳島事業所

徳島県板野郡松茂町笹木野字山南９６－１

3 日本通運(株)

観音寺支店

香川県観音寺市柞田町甲６０７

4 日本通運(株)

四国重機建設支店

香川県高松市国分寺町新居字下向田１３９４

九州 No. 事業者名

営業所名

住所

1 力丸運輸(株)

本社営業所

福岡県古賀市谷山９９１－１

2 (株)ニッコン九州

福岡営業所

福岡県糟屋郡志免町別府北３丁目７－１

3 (有)空港運輸

本社営業所

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字大谷３３５１－７

4 (株)ミヤハラ物流

本社営業所

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動１７６０－１、２０２２－６

5 (株)ハラダ物流

本社営業所

佐賀県神埼市神埼町尾崎４０９３－６

沖縄 No. 事業者名
1 日本通運(株)

営業所名

住所

沖縄支店

沖縄県那覇市壷川１丁目３番地４

（注１） 事業者名・営業所名・住所については、表彰受賞時のものになります。

