平成27年度 Gマーク支局長表彰事業所
北海道 札幌 No. 事業者名

営業所名

住所

1 北海道エース物流(株)

本社営業所

北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地９

2 大和物流(株)

札幌営業所

北海道恵庭市白樺町４丁目２－１

3 札幌パブリック警備保障(株)

本社営業所

北海道札幌市中央区大通西１１丁目４番地

4 札幌通運(株)

札幌支店

北海道札幌市白石区流通センター５丁目１番１０号

営業所名

住所

函館支店物流センター

北海道函館市港町１－３５－７

営業所名

住所

函館 No. 事業者名
1 日本通運(株)

旭川 No. 事業者名
1 日本通運(株)
2 日本通運(株)

北海道旭川市永山１条２丁目３－１６
旭川航空貨物センター
旭川支店旭川コンテナ事業所 北海道旭川市流通団地１条４丁目５０

3 日本通運(株)

留萌支店

北海道留萌市明元町２丁目２番地

4 三栄運輸(株)

本社営業所

北海道旭川市永山北２条１１丁目３６番地の５

室蘭 No. 事業者名

営業所名

住所

1 (株)ベスト・トランスポート

北海道営業所

北海道苫小牧市新明町１丁目２番１２号

2 エア・ウォーター物流(株)

沼の端営業所

北海道苫小牧市沼の端２番地７７

釧路 No. 事業者名

営業所名

住所

1 日通釧路運輸(株)

本社営業所

北海道釧路市西港１丁目１００番地３２

2 協和トラック(株)

本社営業所

北海道釧路市星が浦南２－５－１１

3 ヤマト運輸(株)

根室支店

北海道根室市宝林町５－３９－３

帯広 No. 事業者名

営業所名

住所

1 札幌通運(株)

十勝支店

北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２－７

2 日本通運(株)

十勝港支店

北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番４

3 合同通運(有)

本社営業所

北海道中川郡幕別町字千住３９７－２８

営業所名

住所

営業所名

住所

北見 No. 事業者名
（該当なし）

東北

青森 No. 事業者名
（該当なし）

岩手 No. 事業者名

営業所名

住所

1 武蔵貨物自動車(株)

水沢営業所

岩手県奥州市水沢区台町３‐３９

2 武蔵貨物自動車(株)

一関営業所

岩手県一関市赤荻字堺８３‐２

3 田中産業(株)

盛岡営業所

岩手県盛岡市湯沢１６地割１５‐７

営業所名

住所

1 仙台中央運送(株)

本社営業所

宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目２‐１６

2 (株)ベスト・トランスポート

東北営業所

宮城県仙台市宮城野区港４丁目１２‐２２

3 仙台日通運輸(株)

本社営業所

宮城県仙台市若林区卸町東２丁目９‐３

4 (株)サカイ引越センター

仙台北支社

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目１‐４３

宮城 No. 事業者名

秋田 No. 事業者名

営業所名

住所

1 東北運輸(株)

本社営業所

秋田県秋田市茨島１丁目２番１０号

2 船川臨港運送(株)

秋田支社営業所

秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２０５

営業所名

住所

酒田営業所

山形県酒田市広栄町１丁目１‐２

山形 No. 事業者名
1 田中産業(株)

福島 No. 事業者名

営業所名

住所

（該当なし）

関東

東京 No. 事業者名

営業所名

住所

1 帝都運送(株)

東京営業所

東京都杉並区高井戸東3-25-13

2 梅田運輸倉庫(株)

足立営業所

東京都足立区千住関屋町９－１

3 備後通運(株)

東京支店

東京都大田区平和島２－１－１管理棟

4 (株)三星・運送

調布営業所

東京都調布市佐須町５－３－７

5 向島運送(株)

東京営業所

東京都墨田区堤通２－１２－２

6 島村運輸倉庫(株)

本社営業所

東京都江戸川区松江１－９－１５

7 岡山県貨物運送(株)

京浜支店

東京都大田区平和島２－１－１

8 (株)富士興業

本社営業所

東京都羽村市五ノ神３－３－１

9 武蔵貨物自動車(株)

足立営業所

東京都足立区入谷６－１－１

10 日本ロジテム(株)

三幸営業所

東京都大田区仲池上１－１８５－２

11 日本通運(株)

航空事業支店 国内貨物 第三営業部 東京都渋谷区初台１－５５－１

12 金子運送(株)

本社営業所

東京都足立区舎人５－８－１８

13 澁澤陸運(株)

東京ターミナル

東京都国立市泉４－１７－３

14 イヌイ運送(株)

東雲営業所

東京都江東区東雲２－１－１０

15 信州名鉄運輸(株)

板橋支店

東京都板橋区高島平６－１－１

16 日本通運(株)

板橋航空貨物センター

東京都練馬区旭丘１－２２－１３

17 岡山県貨物運送(株)

東京支店

東京都江戸川区臨海町４－３－１

18 (株)東京ロジステック小林徳市運送 本社営業所

東京都港区三田２－９－１１

19 千代田運輸(株)

本社営業所

東京市日野市日野台１－２１－３

20 岡山県貨物運送(株)

足立支店

東京都足立区入谷６－１－１

21 日本ロジテム(株)

引越センター

東京都品川区荏原１－１９－１７

22 サトランス(株)

中央営業所

東京都江東区白河３－１－１０

23 札幌通運(株)

板橋支店

東京都板橋区高島平６－１－１

24 日本通運(株)

東京ベイエリア支店 作業運用課 東京都港区港南３－６－４

25 木下運輸(有)

本社営業所

東京都品川区大井３－２５－１１

26 函館運送(株)

東京支店

東京都江東区新木場３－２－１１

27 (株)スピン

本社営業所

東京都八王子市越野１１－４

28 エスエイロジテム(株)

本社営業所

東京都足立区南花畑２－７－１８

29 トナミ運輸(株)

葛西支店

東京都江戸川区臨海町４－３－１

30 トナミ運輸(株)

東京支店

東京都江東区辰巳３－１１－３０

31 (株)大藏

本社営業所

東京都練馬区谷原４－２０－２９

神奈川 No.

営業所名

住所

1 山一産業(株)

事業者名

本社営業所

神奈川県川崎市高津区子母口５０７－３

2 (株)アイテック

本社営業所

神奈川県海老名市門沢橋６－１－６

3 相模陸運(株)

本社営業所

神奈川県相模原市中央区相模原６－２２－１

4 関東通信輸送(株)

南関東物流センター

神奈川県横浜市旭区上川井町字市坂１９６５－６

5 (株)ジャトス

藤沢事業部

神奈川県藤沢市円行１－２２－１

6 渡辺倉庫運送(株)

東扇島営業所

神奈川県川崎市川崎区東扇島２３－３，１２

7 安全輸送(株)

横浜営業所

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０－５

8 (株)中央ロジスティクス

横浜営業所

神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１５－４

9 トヨタ輸送(株)

横浜営業所

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町９

10 トヨタ輸送関東(株)

横浜営業所

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町９

11 古屋運送(株)

本社営業所

神奈川県横浜市港北区菊名７－１０－６

12 丸一共通運送(株)

厚木営業所

神奈川県厚木市下依知１１２１

13 京極運輸商事(株)

川崎営業所

神奈川県川崎市川崎区浮島町１２－６

14 東洋梱包運輸(株)

本社営業所

神奈川県藤沢市村岡東２－１１－５

15 細野運送(株)

本社営業所

神奈川県藤沢市本町３－１５－２６

16 梅沢企業(株)

本社営業所

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１７３４－２

埼玉 No. 事業者名

営業所名

住所

1 (株)東京ロジステック小林徳市運送 狭山営業所

埼玉県狭山市新狭山１－５－２０

2 諏訪梱包運輸(株)

深谷営業所

埼玉県深谷市常盤町１

3 (株)トーショー

東松山営業所

埼玉県東松山市大字大谷４４１５－２

4 (株)トーショー

所沢営業所

埼玉県所沢市大字南永井２４８－１

5 三共運輸倉庫(株)

埼玉営業所

埼玉県ふじみ野市亀久保１１４６－５

6 池田興業(株)

埼玉支店

埼玉県白岡市篠津字立野８０２－５

7 アート梱包運輸(株)

川越営業所

埼玉県川越市大字府川字高畑１２３５－１

8 みづほ倉庫(株)

本社営業所

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－３１９

9 髙橋運送(株)

本社営業所

埼玉県所沢市亀ヶ谷５５－１

10 エヌピー運輸関東(株)

草加営業所

埼玉県草加市青柳２－２－３０

11 菊名運輸(株)

本社営業所

埼玉県吉川市高久８０４－３

群馬 No. 事業者名

営業所名

住所

1 アサヒロジスティクス(株)

伊勢崎物流センター営業所

群馬県伊勢崎市西久保町３－７２１－１

2 日本梱包運輸倉庫(株)

群馬営業所

群馬県太田市新田大町６００－２８

3 寿運輸倉庫(株)

本社営業所

群馬県伊勢崎市三室町６２０１－１２

4 明治ロジテック(株)

前橋事業所

群馬県前橋市西大室町１２７１－６（城南工業団地）

5 明治ロジテック(株)

群馬事業所

群馬県伊勢崎市長沼町１７３９－１

6 日本運輸(株)

太田営業所

群馬県太田市西新町４４－１

7 日本運輸(株)

伊勢崎営業所

群馬県伊勢崎市三室町６２１４

8 日本通運(株)

太田航空営業所

群馬県太田市龍舞町５４１１

9 大和物流(株)

群馬営業所

群馬県館林市羽附旭町字町谷１２１０－１

10 三愛ロジスティクス(株)

群馬営業所

群馬県佐波郡玉村町宇貫６０３

11 澁澤陸運(株)

群馬ターミナル

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野字堀田谷戸３４０４

千葉 No. 事業者名

営業所名

住所

1 (株)トーハイ

成田営業所

千葉県成田市駒井野字天並野２１６２－２０１

2 ケミカルトランスポート(株)

本社営業所

千葉県市原市原木３０３１

3 ケミカルトランスポート(株)

香取営業所

千葉県香取郡東庄町宮野台５９４－１

4 センコー(株)

車輌センター営業所

千葉県市原市青柳３－８－１

5 ケイヒン陸運(株)

千葉流通センター

千葉県市原市五井南海岸４４－３

6 一宮運輸(株)

袖ヶ浦営業所

千葉県袖ヶ浦市高谷１４３－１

7 丸全京葉物流(株)

市原営業所

千葉県市原市姉崎海岸５６

8 澁澤陸運(株)

千葉ターミナル

千葉県千葉市稲毛区長沼原町２００

9 橋本運輸(株)

香取営業所

千葉県香取市米野井９３３－１

10 角田運送(株)

本社営業所

千葉県市川市高谷１８４１

11 (株)丸文

千葉営業所

千葉市美浜区新港８８

12 交神運輸(株)

市川営業所

千葉県市川市千鳥町１０

13 太陽商運(株)

本社営業所

千葉県千葉県印西市松崎台２－３－１

14 結城運輸倉庫(株)

五井営業所

千葉県市原市出津西１－１－４３

15 日輪商運(株)

本社営業所

千葉県浦安市千鳥１５－２８

16 日鉄住金物流君津(株)

市川事業所

千葉県市川市高谷新町５－４

17 千葉三港運輸(株)

千葉営業所

千葉県市原市姉崎海岸１２

18 (有)神谷運送店

本社営業所

千葉県成田市川上２４５－９８４

19 東京エアカーゴサービス(株)

原木営業所

千葉県市川市原木２５２６－２６

20 (株)ヒューテックノオリン

千葉総合センター

千葉県千葉市中央区中央港２－２１

21 ビューテック運輸(株)

千葉営業所

千葉県市原市五井８９３４－３

22 日通千葉貨物運送(株)

中央事業所

千葉県千葉市美浜区新港１５３

23 日通千葉貨物運送(株)

茜浜事業所

千葉県習志野市茜浜３－７－１

24 イヌイ運送(株)

千葉営業所

千葉県千葉市美浜区新港１３０

25 トヨタ輸送(株)

千葉営業所

千葉県千葉市中央区中央港１－１１９

26 菱自運輸(株)

関東営業所

千葉県千葉市美浜区新港８８

27 武州運輸倉庫(株)

東京営業所

千葉県船橋市西浦３－８－２

茨城 No. 事業者名

営業所名

住所

1 ミヤウチ物流システム(株)

本社営業所

茨城県水戸市平須町字原山１５８－１９０

2 常磐運送(株)

本社営業所

茨城県水戸市平須町２３５－３８

3 平塚運送(有)

本社営業所

茨城県那珂市福田５３３－１

4 (株)栄光商事

本社営業所

茨城県常陸大宮市栄町１３２１－１

5 日本通運(株)

水戸航空支店

茨城県水戸市元吉田町１０８８－９

6 日本通運(株)

鹿島港支店

茨城県神栖市東深芝２８－５

7 コウノイケ・エキスプレス(株)

鹿島営業所

茨城県神栖市神栖４－１－１６

8 日本液体運輸(株)

鹿島支店

茨城県神栖市奥野谷７５８６－２

9 ヤクルトイースト・ロジスティクス(株) 茨城営業所
10 トーヨーエキスプレス(株)

茨城営業所

茨城県筑西市玉戸２９２９

11 関東センコー運輸(株)

茨城営業所

茨城県古河市久能８３６－３

12 三共運輸倉庫(株)

古河営業所

茨城県古河市茶屋新田２７０－３９

13 日本梱包運輸倉庫(株)

筑西営業所

茨城県筑西市辻１８９３－１

営業所名

住所

1 日本梱包運輸倉庫(株)

栃木営業所

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台2

2 谷口運送(株)

栃木営業所

栃木県栃木市大平町伯仲2276-2

3 レンゴーロジスティクス(株)

小山営業所

栃木県小山市萱橋1260

4 (株)ニヤクコーポレーション

関東支店宇都宮事業所

栃木県下野市下古山3221-1

5 (株)栃木ロジテム

宇都宮通運支店

栃木県河内郡上三川町多功2970

6 ハウス物流サービス(株)

関東配車センター

栃木県佐野市栄町4

営業所名

住所

本社営業所

山梨県甲府市富士見１丁目２２番１１号

栃木 No. 事業者名

山梨 No. 事業者名
1 (株)坂本建運

北陸
信越

茨城県猿島郡五霞町大字川妻１３２６

新潟 No. 事業者名

営業所名

住所

1 エム・アール・エス(株)

本社営業所

新潟県新潟市北区太夫浜1304

2 ホクトミ運輸(株)

糸魚川営業所

新潟県糸魚川市大字大野1115

3 新潟陸運(株)

本社営業所

新潟県新潟市東区紫竹卸町1942-1

4 新潟通運(株)

本社営業所

新潟県新潟市東区下場字北側25-14

5 八海運送(株)

本社営業所

新潟県南魚沼市寺尾1429

6 日軽物流(株)

新潟営業所

新潟県新潟市北区太郎代字山小屋1572-27

長野 No. 事業者名

営業所名

住所

1 松代運輸(株)

本社

長野県長野市真島町真島６９０－１

2 (株)スワリク

本社営業所

長野県諏訪市豊田１０７０－１

3 南信貨物自動車(株)

長野営業所

長野県長野市篠ノ井御幣川６６７－３

4 南信貨物自動車(株)

松本営業所

長野県安曇野市豊科南穂高８２８－１

5 日本図書輸送(株)

松本営業所

長野県塩尻市広丘野村１０４２－１

6 明科陸運(株)

本社営業所

長野県安曇野市明科光５３８－１

7 三協運輸(株)

本社営業所

長野県北佐久郡御代田町大字御代田字殿畑９７９番４

8 新潟運輸(株)

長野支店

長野県長野市大字屋島３３３７－１

9 新潟運輸(株)

上田支店

長野県東御市和字下平３６１８他３筆

10 信州名鉄運送(株)

佐久支店

長野県佐久市長土呂８００－１１

11 信州名鉄運送(株)

北信濃営業所

長野県中野市大字吉田９２－１

12 信州名鉄運送(株)

諏訪支店

長野県諏訪市大字中州５３４３－１０

13 セイノースーパーエクスプレス(株) 長野営業所

長野県長野市南高田２－３－３

14 セイノースーパーエクスプレス(株) 軽井沢営業所

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字小丸浦６－２

15 三鱗運送(株)

諏訪営業所

長野県茅野市ちの字古川１８８－１

16 三鱗運送(株)

本社営業所

長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８３－５

17 三鱗運送(株)

長野営業所

長野県長野市北長池字山王南沖２００３－９

18 長野陸送(株)

上田営業所

長野県東御市和１４９９－１９

19 長野陸送(株)

篠ノ井営業所

長野県長野市篠ノ井岡田４１５－１

20 長野陸送(株)

長野東営業所

長野県長野市若穂牛島字村南沖１９４－１

21 長野陸送(株)

松本支店

長野県松本市市場３９７番地５

富山 No. 事業者名

営業所名

住所

1 北陸トナミ運輸(株)

本社営業所

富山県高岡市上四ッ屋４－４２

2 新潟王子運送(株)

富山営業所

富山県富山市飯野字向梅子割３７－１

3 スーパー物流(有)

本社営業所

富山県南砺市野新４２４－１

4 八代運送(株)

本社営業所

富山県射水市赤井１９４番地

営業所名

住所

1 是則北陸運輸(株)

良川営業所

石川県鹿島郡中能登町良川よ部１

2 石川日通運輸(株)

本社営業所

石川県金沢市専光寺町イ５４

3 石川日通運輸(株)

小松営業所

石川県小松市宝町６２‐１番地

4 上田運輸(株)

本社営業所

石川県小松市工業団地１番地６８

5 (株)ミツノリ

金沢支店

石川県金沢市神野町東８９

6 丸運トラック(株)

本社営業所

石川県加賀市西島町チ６１

石川 No. 事業者名

中部

愛知 No. 事業者名

営業所名

住所

1 翔運輸(株)

田原営業所

愛知県田原市緑が浜２号２－９９

2 東洋メビウス(株)

豊橋支店

愛知県豊橋市明海町３－６０

3 アート梱包運輸(株)

名古屋営業所

愛知県春日井市大泉寺町字山畑８３４－１

4 安城高速運輸(株)

本社営業所

愛知県安城市根崎町西新切６７－１

5 佐川急便(株)

中部路線営業所

愛知県小牧市三ツ渕惣作１３５０

6 三栄工業(株)

輸送事業部

愛知県豊田市高岡町巾着２６

7 三弘運輸(株)

本社営業所

愛知県名古屋市西区上小田井２丁目３５４

8 酸和運送(株)

名古屋営業所

愛知県名古屋市緑区大根山２丁目１３２番地

9 ＴＧロジスティクス(株)

一宮営業所

愛知県一宮市萩原町東宮重字長原２５－２

10 トヨタ輸送(株)

田原営業所

愛知県田原市緑ヶ浜３号８番

11 トヨタ輸送(株)

長草営業所

愛知県大府市長草町山口１５－５３

12 ヤマザキマザック運輸(株)

本社営業所

愛知県丹羽郡大口町竹田三丁目７１５

13 ヤマト運輸(株)

知立センター

愛知県知立市南陽２－１２７，１２８

14 ヤマト運輸(株)

豊明支店

愛知県豊明市新田町吉池１４－１０

静岡 No. 事業者名

営業所名

住所

1 翔運輸(株)

竜洋営業所

静岡県磐田市駒場字流作新田７１１０

2 翔運輸(株)

掛川営業所

静岡県掛川市光陽２１０

3 翔運輸(株)

御殿場営業所

静岡県御殿場市竃字道下１９４７－４

4 (株)サンワネッツ

浜松営業所

静岡県浜松市西区湖東町字東原１９７０－７

5 翔運輸(株)

沼津営業所

静岡県沼津市大岡字西下耕地２７７５

営業所名

住所

営業所名

住所

岐阜 No. 事業者名
（該当なし）

三重 No. 事業者名
（該当なし）

福井 No. 事業者名

営業所名

住所

1 是則北陸運輸(株)

鯖江営業所

福井県鯖江市鳥羽町４３字花立６番地１

2 日通トランスポート(株)

敦賀営業所

福井県敦賀市高野３５号下石名田５番１

3 日本通運(株)

小浜支店

福井県小浜市駅前町１９－３０

4 日本通運(株)

福井警送事業所

福井県福井市花堂北１－１２０１

5 (株)ツカダ物流

本社営業所

福井県坂井市坂井町福島３１字５７－１

6 (株)アイシー物流

福井営業所

福井県福井市寺前町１８字１２番地

近畿

7 福井郵便逓送(株)

本社営業所

福井県福井市板垣４丁目４１１

8 佐々木運輸(株)

本社営業所

福井県福井市高木中央１－１３０７

9 高山運輸(株)

本社営業所

福井県丹生郡越前町上川去３－４

10 (株)エフワイ運輸機工

本社営業所

福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地

11 ヤマト運輸(株)

福井和田センター

福井県福井市和田２－１３１６

12 ヤマト運輸(株)

福井西支店

福井県福井市西開発３丁目５１６

13 リコーロジスティクス(株)

福井営業所

福井県坂井市坂井町大味５１字３１，福井県あわら市下番７４字８

14 岡山県貨物運送(株)

福井営業所

福井県坂井市丸岡町下安田２６字声１５－４

15 (株)ニヤクコーポレーション

中部支店三国事業所

福井県坂井市三国町山岸３３上往跨口割１１－１

16 北陸明治運輸(株)

福井営業所

福井県福井市西開発２丁目３０３

17 マルツ運輸(株)

本社営業所

福井県越前市不老町８字峠ノ下１０

18 (株)三国

本社営業所

福井県坂井市三国町新保４０－６

19 レンゴーロジスティクス(株)

福井営業所

福井県越前市瓜生町１８－１

大阪 No. 事業者名

営業所名

住所

1 関空運輸(株)

りんくう営業所

大阪府泉佐野市中庄１０２－１

2 城南産業(株)

本社営業所

大阪府吹田市幸町２３－１

3 大阪商運(株)

本社営業所

大阪府摂津市東別府３丁目１番２２号

4 大長郵便輸送(株)

本社営業所

大阪府堺市美原区黒山２６０－１

5 (株)新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ関西センター

大阪府吹田市江の木町３５－１

6 (株)エスポワールタカノ

豊里営業所

大阪府大阪市東淀川区豊里７－２７－１１

7 (株)ウイングエキスプレス

本社営業所

大阪府泉佐野市りんくう往来北５番地４

8 (株)サカイ引越センター

南大阪支社

大阪府岸和田市土生町１３８３番の３

9 (株)サカイ引越センター

松原支社

大阪府松原市上田６丁目５－９

10 丸和運輸(株)

南港営業所

大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１２３

11 北港運輸(株)

西大阪支店

大阪府大阪市西淀川区福町２丁目１－１６

12 北港運輸(株)

南大阪支店

大阪府泉南郡熊取町朝代西１丁目９５０ 住友電
工ファインポリマー内

13 北港運輸(株)

大阪支店

大阪府大阪市此花区島屋１－１－３

14 日本梱包運輸倉庫(株)

大阪営業所

大阪府枚方市堂山東町１番１３号

15 ケミテックローリー(株)

本社営業所

大阪府岸和田市木材町６－５

16 (株)大晃運送

本社営業所

大阪府岸和田市木材町６－５

17 一宮運輸(株)

大阪営業所

大阪府東大阪市池島町８－１－４５

18 大阪サンヱー物流(株)

本社営業所

大阪府枚方市長尾家具町２－１－１

19 大阪サンヱー物流(株)

堺営業所

大阪府堺市西区山田２－１９０－１８

20 大阪サンヱー物流(株)

東大阪営業所

大阪府東大阪市東鴻池町３－２

21 (株)トーショー

大阪営業所

大阪府高石市高砂３丁目３０

22 大阪西運送(株)

鳥飼営業所

大阪府摂津市鳥飼本町２－６－２４

23 生野運送(株)

本社営業所

大阪府東大阪市渋川町３－３－３

24 共立運送(株)

本社営業所

大阪府大阪市中央区博労町１－３－２

25 共立運送(株)

西大阪営業所

大阪府大阪市西成区南津守５丁目２番４７号

京都 No. 事業者名

営業所名

住所

1 阪神トラック(株)

本社営業所

京都府京都市右京区西院東中水町８、９

2 日通京都運輸(株)

本社営業所

京都府京都市伏見区横大路千両松町９８－１，４
６－２，９９（第４９ブロック千両松９８－１）

営業所名

住所

1 尼崎北運送(株)

本社営業所

兵庫県尼崎市久々知３－１２－１３

2 梅田運輸倉庫(株)

新神戸営業所

兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目１１番７号

3 梅田運輸倉庫(株)

吉川営業所

兵庫県三木市吉川町上松字奥ケ谷６３０

4 ケイヒン陸運(株)

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１

5 山陽運輸(株)

本社営業所

兵庫県神崎郡福崎町南田原字川田２９２４番１

6 (株)新宮運送

本社営業所

兵庫県たつの市新宮町大屋６６８－１２

7 成山運輸(株)

本社営業所

兵庫県尼崎市南武庫之荘１１－９－４

兵庫 No. 事業者名

8 日新自動車運送(株)

本社営業所

兵庫県尼崎市東塚口町２－４－６５

9 日本通運(株)

神戸中央支店

兵庫県神戸市東灘区御影浜町３－１

10 日本通運(株)

神戸西事業所

兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－１６－４

11 丸一運輸(株)

神戸支店

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－８

奈良 No. 事業者名

営業所名

住所

1 奈良郵便輸送(株)

奈良営業所

奈良県奈良市七条町２－４、９－１、１０、１１

2 誠運輸(株)

本社営業所

奈良県北葛城郡河合町大字穴闇４９－１

3 奈良センコー物流(株)

奈良営業所

奈良県大和郡山市横田町１４１－１

4 川端運輸(株)

本社営業所

奈良県大和郡山市額田部北町字古ヤシキ１２７６－２

5 ヤマト運輸(株)

生駒支店

奈良県生駒市小明町１５２６－３，４，１５２７－１，１５２８－２

6 ヤマト運輸(株)

学研支店

奈良県生駒市南田原町２２０、２１５－１

7 ヤマト運輸(株)

奈良北之庄支店

奈良県奈良市北ノ庄西町１－７－１１，１２，１３

8 ヤマト運輸(株)

北葛城支店

奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天字２ノ坪１４４－１

9 ヤマト運輸(株)

大和高田支店

奈良県葛城市北花内口ノ町６２１－２

営業所名

住所

1 陸央物流サービス(株)

本社営業所

滋賀県長浜市高月町森本１００

2 (株)日本陸送

滋賀営業所

滋賀県甲賀市土山町北土山字田村野４９１－２

3 日本運輸(株)

滋賀営業所

滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字丸山続キ３８－６５

4 梅田運輸倉庫(株)

彦根営業所

滋賀県彦根市南川瀬町３９２－１

5 江洲運輸(株)

大津営業所

滋賀県大津市晴嵐１丁目１６－１

6 (株)泉倉庫

本社営業所

滋賀県甲賀市水口町泉揚木１１４６－１

7 (株)中央ロジスティクス

滋賀営業所

滋賀県湖南市日枝町３－１

8 日本通運(株)

栗東流通センター

滋賀県栗東市六地蔵七の坪１０７０番地１

9 日本通運(株)

滋賀自動車営業課

滋賀県野洲市上屋字北川１４４－５他８筆

滋賀 No. 事業者名

和歌山 No.

中国

営業所名

住所

1 根岸運送(株)

事業者名

本社営業所

和歌山県和歌山市土佐町１－３１－２

2 (株)サカイ引越センター

和歌山支社

和歌山県和歌山市湊御殿３丁目３－５

3 酸和運送(株)

本社営業所

和歌山県和歌山市雑賀崎２０１７番地２９

4 日本通運(株)

海南営業支店

和歌山県海南市藤白字有田屋浜１９９－３

5 日本通運(株)

中央物流事業所

和歌山県和歌山市西浜７９６－１

広島 No. 事業者名

営業所名

住所

1 久留米運送(株)

広島店

広島県広島市西区草津港３丁目２－１

2 日本梱包運輸倉庫(株)

広島営業所

広島県東広島市志和町大字冠字小越２１４－３

3 鴻池運輸(株)

広島流通センター

広島県広島市安佐南区伴南２丁目３－５

4 備後通運(株)

福山自動車支店

広島県福山市神島町７－１２

5 中谷機工(株)

福山支店

広島県福山市緑町１－８

6 極東輸送(株)

本社営業所

広島県広島市南区出島２丁目３０－５

7 (株)タカキ物流サービス

千代田営業所

広島県山県郡北広島町春木１４９０－１

8 日本通運(株)

福山支店営業センター

広島県福山市大門町５丁目６－６２

9 新生物流サービス(株)

本社営業所

広島県安芸郡海田町昭和町１－１０

10 日通トランスポート(株)

広島支店

広島県広島市南区西蟹屋４丁目１番５８号

11 レンゴーロジスティクス(株)

広島営業所

広島県安芸郡海田町南明神町１－７７

12 岡山県貨物運送(株)

福山支店

広島県福山市明神町１－１４－４０

13 丸加海陸運輸(株)

本社

広島県福山市箕沖町２２－１

14 日本通運(株)

西広島支店

広島県広島市西区草津港３丁目４－１

15 日本通運(株)

広島航空支店広島空港貨物センター 広島県三原市本郷町善入寺６４番２号

16 日本通運(株)

中国重機建設支店

広島県広島市西区草津港３丁目４－１

17 ヤマト運輸(株)

広島草津支店

広島県広島市西区古江新町１６－２５

18 (株)カイソー

広島支店

広島県広島市佐伯区五日市港３丁目８－１９

19 ヤマト運輸(株)

広島大野支店

広島県廿日市市沖塩屋２－１－１３

20 ヤマト運輸(株)

広島西支店

広島県広島市西区南観音７－１２－１７

21 ヤマト運輸(株)

広島安佐南支店

広島県広島市安佐南区西原９－１１９０－１

22 ヤマト運輸(株)

広島商工支店

広島県広島市西区商工センター１丁目７－２７

23 瀬野川産業(株)

広島営業所

広島県広島市安芸区上瀬野１丁目１７－１２

24 (有)カツギキューソー

本社営業所

広島県広島市安佐北区可部町大字勝木６８４－７

25 ヤマト運輸(株)

広島中野支店

広島県広島市安芸区中野東２丁目５－２７

26 ヤマト運輸(株)

広島千代田センター

広島県山県郡北広島町大字川東字氏神３２６０

27 ヤマト運輸(株)

広島南支店

広島県広島市南区出島１－２０－３１

28 ヤマト運輸(株)

呉支店

広島県呉市広多賀谷３－２－４

29 ヤマト運輸(株)

広島中南支店

広島県広島市中区光南２丁目２２－１２

30 ヤマト運輸(株)

広島中北支店

広島県広島市中区白島中町５－１

31 ヤマト運輸(株)

広島西条支店

広島県東広島市西条町大字吉行字河尻５６０－１

32 ヤマト運輸(株)

江田島支店

広島県江田島市大柿町大字大君２１７８－１

33 日本通運(株)

広島航空支店広島国内航空貨物センター

広島県広島市西区草津港３丁目４－２

鳥取 No. 事業者名

営業所名

住所

1 日本通運(株)

鳥取支店営業所

鳥取県鳥取市湖山町東５丁目２１６番地

2 日本通運(株)

倉吉営業支店

鳥取県倉吉市広栄町９６３番地１

3 日本通運(株)

鳥取空港貨物センター

鳥取県鳥取市湖山町西４丁目１１０番５

4 日本通運(株)

米子空港貨物センター

鳥取県境港市佐斐神町１６３４

5 日通トランスポート(株)

鳥取営業所

鳥取県鳥取市湖山町東５丁目２１６

6 日通トランスポート(株)

米子支店

鳥取県米子市夜見町２９２４番地６

営業所名

住所

営業所名

住所

1 (株)竹本商事運輸

高梁営業所

岡山県高梁市松山２９７－６

2 (株)長船貨物

本社営業所

岡山県瀬戸内市長船町服部２６０－１

3 (有)相互運輸

本社営業所

岡山県岡山市南区中畦８８９－１

4 日清紙運輸(株)

本社営業所

岡山県岡山市南区大福１４５－１

5 菱化ロジテック(株)

中国支店営業所

岡山県倉敷市児島宇野津２０２６－１

6 センコー(株)

岡山主管支店 笠岡営業所

岡山県笠岡市茂平２９１８－１７

7 (株)平松運輸

高梁営業所

岡山県高梁市松山２９７－１

島根 No. 事業者名
（該当なし）

岡山 No. 事業者名

8 ヤクルトウエスト・ロジスティクス(株) 岡山営業所

岡山県岡山市東区西大寺浜４６０－４

9 三洋運輸(株)

西大寺営業所

岡山県岡山市東区金岡東町３－３－１

山口 No. 事業者名

四国

営業所名

住所

1 山口碓永自動車(株)

本社営業所

山口県光市大字束荷２２８８－１０

2 薬仙運輸(株)

本社営業所

山口県美祢市伊佐町伊佐３３６２－１

3 萩森興産(株)

宇部営業所

山口県宇部市大字沖宇部５２５－１５

香川 No. 事業者名

営業所名

住所

1 (株)エフエーエス

本社営業所

香川県仲多度郡まんのう町宮田７２４－３２

2 岡山県貨物運送(株)

四国支店

香川県坂出市沖の浜３０－７５

3 四国名鉄運輸(株)

高松支店

香川県高松市朝日町５－１５－１

4 日本通運(株)

坂出支店

香川県坂出市入船町一丁目６－１２

5 日本通運(株)

高松通運事業所

香川県高松市香西南町３４５－４

6 日本通運(株)

高松引越美術品センター

香川県高松市朝日町六丁目８－３

7 日本通運(株)

高松物流センター

香川県高松市香西東町４８８

8 日本通運(株)

丸亀支店

香川県丸亀市蓬莱町２８－３

9 (株)福本組

本社営業所

香川県坂出市室町１－１－３

営業所名

住所

徳島 No. 事業者名

1 一森運送(株)

本社営業所

徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓１９－１

2 佐川急便(株)

池田営業所

徳島県三好郡東みよし町中庄９５７－４

3 (株)豊徳

本社営業所

徳島県小松島市豊浦町７－１

愛媛 No. 事業者名

営業所名

住所

1 一宮運輸(株)

新居浜営業所

愛媛県新居浜市多喜浜六丁目８－３３

2 日本通運(株)

松山支店

愛媛県松山市大手町二丁目２６－３

3 日本通運(株)

新居浜支店

愛媛県新居浜市多喜浜六丁目１０番３号

4 日本通運(株)

今治支店

愛媛県今治市富田新港１－１－５

5 日本通運(株)

西予営業所

愛媛県大洲市北只１５０３－１５

営業所名

住所

本社営業所

高知県高知市五台山３９８３－２

高知 No. 事業者名
1 秦泉寺運送(株)

九州

福岡 No. 事業者名

営業所名

住所

1 センコー(株)

小倉営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町８９－６

2 日本図書輸送(株)

福岡営業所

福岡県福岡市東区原田1丁目２１－１５

3 日本通運(株)

福岡中央支店

福岡県福岡市博多区榎田2丁目９－４

4 甘木合同運輸(株)
5 ハウス物流サービス(株)

福岡県朝倉市牛木２９４
本社営業所
九州配車センター福岡事務所 福岡県古賀市古賀１

6 (株)福岡豊興

本社営業所

福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９７５－４

7 トヨタ輸送(株)

宮田営業所

福岡県宮若市下有木８０－１

8 日本通運(株)

福岡南営業センター

福岡県太宰府市都府楼南1丁目2－2

9 (株)鋼ライン

本社営業所

福岡県北九州市若松区北浜2丁目１－６

10 吉川貨物自動車運送(有)

本社営業所

福岡県八女郡広川町大字一條字牟田1211－1，5

11 (株)ナカノ九州運輸

本社営業所

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１１－３０

12 東筑物流(株)

本社営業所

福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚７３０－１

営業所名

住所

本社営業所

佐賀県神埼市神埼町鶴３３１６

佐賀 No. 事業者名
1 富士貨物自動車(株)

2 ヤクルトウエスト・ロジスティクス(株) 佐賀営業所

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２３００－１

3 大和物流(株)

佐賀営業所

佐賀県多久市東多久町大字別府３５４１－１

営業所名

住所

1 (株)光葉産業運輸

本社営業所

長崎県佐世保市木原町１４８－２

2 親和自動車(有)

本社営業所

長崎県大村市古賀島町４９８－１０

3 久留米運送(株)

諫早店

長崎県諫早市貝津町１２８２－１６

長崎 No. 事業者名

熊本 No. 事業者名

営業所名

住所

1 日本図書輸送(株)

熊本営業所

熊本県上益城郡益城町古閑字峠１０７－１７

2 日本通運(株)

熊本航空支店貨物センター

熊本県上益城郡益城町平田２５６１－１

3 (株)ニヤクコーポレーション

九州支店八代事業所

熊本県八代市大島町５０５５

4 久留米運送(株)

熊本支店

熊本県熊本市南区流通団地2丁目２０－５

5 日本郵便輸送(株)

熊本営業所

熊本県菊池郡菊陽町津久礼３０１０－１

6 フクワ物流(株)

本社営業所

熊本県上益城郡益城町広崎１５８６－９

7 (株)ニッコン九州

熊本営業所

熊本県菊池郡大津町平川字平出３５６４

8 日本通運(株)

天草航空営業所

熊本県宇城市三角町三角浦字本島又１８９－９

9 一宮運輸(株)

物流センター熊本

熊本県菊池郡大津町杉水字中谷３７３２

10 日本通運(株)

熊本支店天草営業所

熊本県天草市港町４－１

11 津埜運送(株)

本社営業所

熊本県阿蘇郡小国町下城４００－２

12 日本通運(株)

八代支店八代事業所

熊本県八代市新港町２－４－１

13 (株)博運社

八代営業所

熊本県八代市妙見町字石田２０８３－２

14 (株)共同

本社営業所

熊本県合志市栄３７６６－２４

大分 No. 事業者名

営業所名

住所

1 東九総合運輸(株)

本社営業所

大分県大分市大字駄原字豊久北浦２８９８－２

2 (株)辰巳商会

大分営業所

大分県大分市日吉原１－２９

3 日本通運(株)

大分支店大分物流事業所コンテナ課 大分県大分市浜の市１－２－２

4 日本通運(株)

大分支店佐伯営業所

大分県佐伯市鶴谷町2丁目３－３２

5 日本通運(株)

大分支店大分海運事業所

大分県大分市大字大在２

6 日本通運(株)

中津支店

大分県中津市大字田尻崎１

営業所名

住所

宮崎 No. 事業者名
（該当なし）
鹿児島 No.

沖縄

No.

営業所名

住所

1 日本通運株式会社

事業者名

鹿児島航空支店

鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目３２－３

2 中越物産株式会社

九州流通事業所

鹿児島県薩摩川内市港町字松原３６０－２１

3 セイコー運輸株式会社

本社営業所

鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目５－３２

4 南九州センコー株式会社

鹿児島営業所

鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－４

営業所名

住所

事業者名
（該当なし）

（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。

