平成28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 日通札幌流通サービス（株）

本社営業所

札幌市中央区北１０条西１６丁目１－２

2 日本図書輸送（株）

札幌営業所

札幌市西区発寒１２条１４－１０７６－６

3 日本通運（株）

羊蹄支店

虻田郡京極町字京極１９番地

4 松岡満運輸（株）

札幌営業所

札幌市白石区流通センター５丁目１－５

5 北海道北港運輸（株）

本社営業所

千歳市泉沢１００７－９２

6 エア・ウォーター物流（株）

札幌環境営業所

江別市工栄町２５番地１１

7 札幌新聞輸送（株）

本社営業所

札幌市西区八軒６条西１０－３－２０

8 日立物流ダイレツクス（株）

札幌西営業所

札幌市西区発寒１０条１２丁目２番２０号

9 北海道電電輸送（株）

本社営業所

札幌市中央区南２２条西６丁目２番１号

10 武田運輸（株）

北営業所

札幌市東区北丘珠２条４丁目２番７号

11 （株）ヤマカ山加運輸

西営業所

札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７９－１４、１０８０－１６

12 幸楽輸送（株）

札幌輸送課

札幌市清田区清田１条１－１－３３

13 日通札幌流通サービス（株）

白石営業所

札幌市白石区流通センター７丁目５－１

函館 No. 事業者名

営業所名

住所

1 総合運輸（株）

本社営業所

函館市北浜町８－１５

2 松岡満運輸（株）

函館支店

北斗市追分４丁目１３－８

3 ホッコウ物流（株）

函館営業所

北斗市追分３丁目１番１４号

4 札樽自動車運輸（株）

函館支店

函館市浅野町１番地１

5 北新港運（株）

本社営業所

函館市浅野町５－３

旭川 No. 事業者名

営業所名

住所

1 北進運輸（株）

本社営業所

士別市西４条１１丁目４４９番地１

2 ホクレン運輸（株）

旭川支店

上川郡鷹栖町７線１１号３番地

3 富良野通運（株）

本社営業所

富良野市朝日町１３－６

4 富良野通運（株）

上富良野営業所

空知郡上富良野町栄町１丁目４８０６－５

5 旭川小型運輸（株）

本社営業所

旭川市永山二条３丁目２番１８号

室蘭 No. 事業者名

営業所名

住所

1 松岡満運輸（株）

室蘭営業所

室蘭市東町１丁目２－５

2 松岡満運輸（株）

苫小牧支店

苫小牧市柳町１丁目２－２

3 トヨタ輸送（株）

苫小牧営業所

苫小牧市新明町４丁目１－５

4 ホクレン運輸（株）

苫小牧支店

苫小牧市真砂町３６番地８

5 協和トラック（株）

苫小牧営業所

苫小牧市字沼ノ端１８－１９

6 ノーストランス（株）

苫小牧営業所

苫小牧市新明町４丁目１－５

営業所名

住所

1 札幌通運（株）

釧路支店

釧路市星が浦南２丁目１番地１８

2 ホッコウ物流（株）

釧路営業所

釧路市星が浦南１－４－１

釧路 No. 事業者名

帯広 No. 事業者名

営業所名

住所

1 松岡満運輸（株）

帯広営業所

帯広市西二十条北２丁目２６番１

2 幸楽輸送（株）

十勝事業所

河東郡音更町字音更西３線１４－２５

北見 No. 事業者名

営業所名

住所

1 札樽自動車運輸（株）

紋別営業所

紋別市渚滑町元新５丁目４５番地２７

2 松岡満運輸（株）

北見支店

北見市豊地９８番１

3 日本通運（株）

網走支店

網走市港町４－１３

4 日本通運（株）

網走支店ホクレン事業所

斜里郡斜里町文光町２番地１

5 日本通運（株）

美幌支店

網走郡美幌町美里４番５

東北

青森 No. 事業者名

営業所名

住所

本社営業所

青森県弘前市大字浜の町西一丁目３－１４

営業所名

住所

1 白金運輸（株）

本社営業所

岩手県奥州市江刺区稲瀬字沼館６９

2 大東運輸（株）

本社営業所

岩手県一関市舞川字岩沢１１８

3 東磐運送（株）

一関支店

岩手県一関市東台１４－４８

営業所名

住所

仙台営業所

宮城県仙台市若林区卸町東３－４－１４

営業所名

住所

秋田営業所

秋田市寺内後城２２－３２

営業所名

住所

山形営業所

山形県山形市蔵王松ヶ丘１丁目２－１０

1 （有）弘和運輸

岩手 No. 事業者名

宮城 No. 事業者名
1 北星運輸（株）

秋田 No. 事業者名
1 結城運輸倉庫（株）

山形 No. 事業者名
1 （株）バイタルエクスプレス

福島 No. 事業者名

営業所名

住所

1 名鉄運輸（株）

福島支店

福島県福島市飯坂町平野字海道下１、４－１、４－２、５－１

2 結城運輸倉庫（株）

小名浜

福島県いわき市小名浜島字高田町３１－７

3 物産ロジスティクスソリューションズ（株） 福島

関東

福島県福島市成川字杵清水５３

4 物産ロジスティクスソリューションズ（株） 本宮

福島県本宮市荒井字惠向１３番１

5 物産ロジスティクスソリューションズ（株） いわき

福島県いわき市小名浜字林ノ上２４７－１３、２４７－１５４

東京 No. 事業者名

営業所名

住所

1 西多摩運送（株）

西多摩警備センター

東京都昭島市拝島町３－２－２３

2 （有）大澤組

本社営業所

東京都港区海岸３－６－４３－２０３

3 三港運輸（株）

本社営業所

東京都江東区辰巳３－７－２３

4 東洋メビウス（株）

立川物流センター

東京都立川市泉町９３５－１

5 日通神田中央運輸（株）

車両事業部

東京都千代田区神田和泉町２

6 日米産業（株）

本社営業所

東京都江戸川区臨海町４－２－１

7 日本図書輸送（株）

東京物流センター

東京都江東区新木場１－１８－１０

8 京王運輸（株）

多摩営業所

東京都多摩市落合１－１２－２

9 日本郵便輸送（株）

三崎町営業所

東京都千代田区三崎町３－３－１１

10 （株）ＮＳロジ東日本

有明営業所

東京都江東区有明３－１５－１２

11 千野運輸（株）

東京営業所

東京都品川区西五反田６－１５－１２

12 日本梱包運輸倉庫（株）

東京営業所

東京都中央区明石町６－１７

13 井阪運輸（株）

東京営業所

東京都江戸川区臨海町４－３－１

14 ケイヒン陸運（株）

本社営業所

東京都足立区綾瀬７－３－５

15 信州名鉄運輸（株）

京浜支店

東京都大田区平和島２－１－１

16 長井運送（株）

本社営業所

東京都港区芝浦１－３－３

17 システム運輸（株）

本社営業所

東京都墨田区文花３－２４－２３

18 吉澤運輸（株）

本社営業所

東京都江東区千石１－１０－１０

19 アサヒロジ（株）

墨田支店

東京都墨田区向島５－８－２０

20 トヨタ輸送関東（株）

東京営業所

東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目８番地１

21 中央通運（株）

東京ターミナル営業所

東京都品川区八潮３－３－２２

22 （株）日立物流首都圏

佐賀営業所

東京都江東区佐賀２－８－４

23 ケイヒン陸運（株）

大井営業所

東京都品川区八潮２－６－４

24 （株）山高運輸

本社営業所

東京都江戸川区瑞江４－５０－１７

25 （株）小泉運送

本社営業所

東京都大田区京浜島３－３－１２

26 大島運輸（株）

井草営業所

東京都杉並区上井草２－３４－２６

27 （株）サン・エキスプレス

本社営業所

東京都大田区西糀谷３－９－２６

28 新寿堂運輸（株）

本社営業所

東京都江東区枝川２－１８－１０

29 東日本エア・ウォーター物流（株） 府中医療営業所

東京都府中市四谷５－３６

30 東京食料運輸（株）

神奈川 No.

事業者名

本社営業所

東京都江東区辰己１－５－１０

営業所名

住所

1 大黒運輸（株）

本社営業所

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２－５

2 日本通運（株）

本牧物流センター事業所

神奈川県横浜市中区錦町１０

3 日本通運（株）

相模コンテナセンター

神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ JR相模貨物駅構内

4 日本通運（株）

溝ノ口ロジスティクスセンター事業所 神奈川県川崎市高津区下野毛２－１４－１

5 （株）オーネックスライン

本社営業所

神奈川県厚木市山際４２８－４

6 （株）ヒューテックノオリン

東京臨海支店

神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－４

7 新栄運輸（株）

本社

神奈川県横浜市鶴見区平安町１－４６－１

8 （有）茅ヶ崎洗壜

本社

神奈川県茅ヶ崎市今宿９３９－１

9 萬運輸（株）

横浜営業所

神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－５－３１

10 名鉄運輸（株）

横浜支店

神奈川県横浜市金沢区鳥浜１２－７０

11 北港運輸（株）

相模原支店

神奈川県相模原市緑区大島３０３９

12 北港運輸（株）

横浜支店

神奈川県横浜市栄区田谷町１

埼玉 No. 事業者名

営業所名

住所

1 （株）ケイルート

本社営業所

埼玉県さいたま市桜区大字下大久保字拾石田１２５６－１

2 環境通信輸送（株）

北関東物流センター

埼玉県行田市若小玉１２０６－１

3 岡山県貨物運送（株）

所沢営業所

埼玉県入間郡三芳町大字上富字中東２７９－１

4 三鷹運送（株）

メヌマ事業所

埼玉県熊谷市妻沼西２－１７－２

5 ホンダ運送（株）

関東事業所 狭山センター

埼玉県狭山市新狭山１－５－１１

6 （株）明和油送

本社営業所

埼玉県越谷市蒲生西町２－８－３－１０１

7 東日陸運（株）

本社営業所

埼玉県上尾市大字平方９５４－２

8 熊谷通運（株）

広瀬川原支店

埼玉県熊谷市大字広瀬９６０－５

9 北関東福山通運（株）

東松山営業所

埼玉県比企郡滑川町大字都２５－４０

10 北関東福山通運（株）

所沢営業所

埼玉県所沢市大字南永井７１８－１

11 （株）サカイ引越センター

大宮北支社

埼玉県さいたま市北区宮原２－３－７

12 （株）武蔵野ロジスティクス

本社営業所

埼玉県入間郡三芳町上富１６６－１

13 梅田運輸倉庫（株）

埼玉営業所

埼玉県志木市下宗岡１－１４－１２

14 日本通運（株）

埼玉エンジニアリング支店

埼玉県熊谷市大字御稜威ケ原字上林８２３－２１

15 日本郵便輸送（株）

川越営業所

埼玉県川越市大袋５２１－１

16 （株）栗原運輸

本社営業所

埼玉県さいたま市西区大字清河寺４８９－１

17 トーエイ物流（株）

本社営業所

埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇３７９－１、３

群馬 No. 事業者名

営業所名

住所

1 ヤタガワ物流サービス（株）

本社営業所

群馬県館林市下早川田町字北蓮河原３４１－２

2 諏訪梱包運輸（株）

前橋営業所

群馬県前橋市飯土井町６５－９

3 日本通運（株）

群馬警送支店

群馬県前橋市南町３ー７６ー２４

4 大杉運輸倉庫（株）

本社営業所

群馬県館林市大字近藤２５９－１

5 大島倉庫運輸（有）

本社営業所

群馬県前橋市下大島町字芦原５７３

6 高陽運輸（株）

本社営業所

群馬県高崎市日高町字江田境甲１６３

7 （株）サカイ引越センター

高崎支社

群馬県高崎市菊地町薬師前４３６－２

8 結城運輸倉庫（株）

群馬営業所

群馬県佐波郡玉村町樋越２１７－２

9 札幌通運（株）

高崎支店

群馬県佐波郡玉村町箱石４０９

営業所名

住所

1 （株）三榮千葉

船橋営業所

習志野市茜浜１－１－３

2 （株）ＮＳロジ東日本

市川営業所

市川市高谷新町５－４

3 日酸運輸（株）

千葉営業所

千葉市稲毛区長沼町３０２

4 ティービー（株）

松戸営業所

松戸市新作２６－１

千葉 No. 事業者名

5 （株）エスエルシー運輸東日本 袖ヶ浦事業所

袖ヶ浦市北袖２４

6 ヤクルトロジスティクス（株）

千葉営業所

四街道市和田１６６

7 鎌形運送（有）

本社営業所

八街市八街に４８－２７

8 パスコ・ロジスティクス（株）

利根営業所

野田市中里宮ノ後２７６６－１

9 （株）丸運トランスポート東日本 千葉支店市川営業所
10 ヤマト運輸（株）

流山支店

流山市小屋字明神脇７１－１

11 ヤマト運輸（株）

若葉支店

千葉市若葉区小倉町８６３－５

12 ヤマト運輸（株）

松戸大橋支店

松戸市大橋字白幡１１１９－１

13 ヤマト運輸（株）

船橋豊富センター

船橋市豊富町６４３－２

14 ヤマト運輸（株）

市川原木支店

市川市二俣７１７－７０

15 ヤマト運輸（株）

習志野支店

習志野市実籾３－３５－５

16 ヤマト運輸（株）

市川支店

市川市二俣１－８５－１、１－８４、１－８３－１・２

17 ヤマト運輸（株）

柏花野井支店

柏市花野井字上前留６１４－１

18 ヤマト運輸（株）

柏支店

柏市柏字羽黒前１３０８－１４

茨城 No. 事業者名

営業所名

住所

1 佐々木興業（株）

本社営業所

茨城県日立市相賀町１８－１

2 山桝運送（有）

本社営業所

茨城県日立市東滑川町５－６－５

3 （株）日立物流

日立重電営業所

茨城県日立市河原子町１－５

4 環境通信輸送（株）

東関東物流センター

茨城県牛久市福田町字向原２０１２－２６４

5 結城運輸倉庫（株）

鹿島営業所

茨城県神栖市知手６３６５

6 （株）ＪＫトランス

鹿島営業所

茨城県神栖市横瀬９３５－１

栃木 No. 事業者名

営業所名

住所

1 田中興運（株）

真岡営業所

栃木県真岡市勝瓜字屋敷北２４５－１０

2 王子陸運（株）

宇都宮営業所

栃木県宇都宮市下田原町３５０６－７

3 名鉄運輸（株）

小山支店

栃木県小山市大字梁字中原２３３３－１５

山梨 No. 事業者名

北陸
信越

市川市本行徳２５５４－１

営業所名

住所

1 （株）鈴与ガスあんしんネット

甲府事業所

山梨県甲府市朝気３－２２－１０

2 日本通運（株）

山梨ターミナル事業所

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８４７－１

3 甲府通運（株）

田富営業所

山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１４

新潟 No. 事業者名

営業所名

住所

1 マルソー（株）

新潟巻潟東SLC

新潟県新潟市西蒲区打越字焼野丙１６０番地１

2 マルソー（株）

三条営業所

新潟県三条市月岡字綾ノ前２７８３－１

3 丸喜重量運輸（株）

本社営業所

新潟県三条市大字福島新田丁６８１番地

長野 No. 事業者名

営業所名

住所

1 （株）パワード・エル・コム

松本営業所

長野県松本市大字笹賀７６００番地４１

2 アート梱包運輸（株）

本社営業所

長野県東御市八重原３５１０－１

3 レンゴーロジスティックス（株） 長野営業所

長野県長野市大字稲葉字日詰沖１７３１

4 長野第一物流（株）

屋代営業所

長野県千曲市大字栗佐１６２２

5 東洋メビウス（株）

あずみ野支店

長野県東筑摩郡山形村８２２８

6 東海西濃運輸（株）

松本支店

長野県東筑摩郡山形村字北野尻８２６５

7 東海西濃運輸（株）

長野支店

長野県須坂市大字福島字雁土橋３６１－１

8 （株）大糸運輸

本社営業所

長野県北安曇郡白馬村大字北城字元十二１－１５

9 東海西濃運輸（株）

上松営業所

長野県木曽郡上松町大字荻原2366番１

富山 No. 事業者名

営業所名

住所

1 ホクトミ運輸（株）

本社営業所

富山県魚津市上村木２－３０９

2 濃飛西濃運輸（株）

高岡営業所

富山県高岡市戸出栄町５１－８

3 北陸トナミ運輸（株）

富山営業所

富山県中新川郡上市町中青出１１１－１

4 一宮運輸（株）

富山営業所

富山県射水市今井２４３－１

5 北陸トラック運送（株）

富山営業所

富山県富山市八町東４０４番地

6 （株）新陸運輸

本社

富山県南砺市遊部３６６－１

営業所名

住所

石川 No. 事業者名

中部

1 日本通運（株）

金沢支店 国際物流センター 石川県金沢市湊３丁目５－２

2 日本通運（株）

金沢支店 専光寺物流センター 石川県金沢市専光寺町イ５４

3 日本通運（株）

金沢支店 高柳物流事業所

4 日本通運（株）

小松支店 重機引越センター 石川県小松市下牧町イ－１

5 （株）大崎

金沢営業所

石川県金沢市湊１－９３－６

6 （株）金沢環境サービス公社

本社営業所

石川県金沢市神田１－２６３

7 若松梱包運輸倉庫（株）

本社営業所

石川県白山市宮永町２８４８

8 城西運輸機工（株）

戸水営業所

石川県金沢市湊４丁目７０

9 （有）シンコー運輸

本社営業所

石川県金沢市湊１丁目１５－２

10 濃飛西濃運輸（株）

能登営業所

石川県かほく市高松丁３３－８

愛知 No. 事業者名

石川県金沢市高柳町１字１５－１

営業所名

住所

1 愛知車輌興業（株）

本社営業所

愛知県名古屋市南区星崎１－１０

2 （株）ＡＳＴＲＡ

本社営業所

愛知県豊橋市清須町字天神４５番地１

3 王子陸運（株）

祖父江営業所

愛知県稲沢市祖父江町大字祖父江字外平１５０－３

4 カリツー（株）

安城南営業所

安城南営業所愛知県安城市和泉町大海古４－１４

5 カリツー（株）

岡崎営業所

愛知県岡崎市下青野町字宝田５０番地１

6 吉正運輸倉庫（株）

一宮営業所

愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野５４

7 吉正運輸倉庫（株）

小牧営業所

愛知県小牧市大字村中字膝子９８２－１

8 越秀運輸倉庫（株）

平田営業所

愛知県名古屋市西区新木町９７－５

9 （株）シーキューブトータルサービス 瀬戸事業所

愛知県瀬戸市山の田町４３番１９６

10 松栄運輸（株）

本社営業所

愛知県安城市安城町城堀１３－４

11 鈴與自動車運送（株）

豊橋営業所

愛知県豊橋市明海町２－２６

12 （株）第一名誠

本社営業所

愛知県名古屋市港区藤前四丁目８２３番

13 （株）辰巳商会

名古屋営業所

愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１５５

14 知多通運（株）

本社営業所

愛知県東海市大田町天尾崎３３－２，３

15 中京陸運（株）

藤前営業所

愛知県名古屋市港区藤前３－７０５

16 中京陸運（株）

名港西営業所

愛知県弥富市楠二丁目４８番地

17 中京陸運（株）

港営業所

愛知県弥富市楠１丁目１１４－１

18 中京陸運（株）

湾岸営業所

愛知県弥富市楠２丁目５４番地

19 ＴＢ物流サービス（株）

大口営業所

愛知県丹羽郡大口町上小口３丁目２０１番地

20 ＴＢ物流サービス（株）

高岡営業所

愛知県豊田市大島町前畑１番地の１

21 巴運輸（株）

豊明営業所

愛知県豊明市沓掛町前田６－１

22 名古屋東部陸運（株）

篠原営業所

愛知県豊田市篠原町敷田３７－６

23 南星キャリックス（株）

半田営業所

愛知県半田市板山町１０丁目１０５－１

24 （株）日本陸送

豊田営業所

愛知県刈谷市東境町唐池５４

25 （株）フジトランスライナー

本社営業所

愛知県名古屋市港区潮見町３７－７５

26 （株）まるかわ運輸

本社営業所

愛知県豊橋市豊清町字籠田５０－３

27 丸太運輸（株）

元浜営業所

愛知県東海市元浜町１２－１８6256-00003

28 菱倉運輸（株）

名古屋支店

愛知県名古屋市港区宝神３－２２０１，２２０２

静岡 No. 事業者名

営業所名

住所

1 ホンダ運送（株）

中部事業所 浜松センター

静岡県浜松市中区高丘東二丁目７番２７号

2 （株）トランスポート・セイブ

本社営業所

静岡県浜松市東区白鳥町字境７０－２

岐阜 No. 事業者名

営業所名

住所

1 東洋運輸（株）

岐阜営業所

岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１７５－１

2 日本郵便輸送（株）

岐阜営業所

岐阜県岐阜市柳森町１－６５－２

3 城南運輸（株）

本社営業所

岐阜県羽島郡岐南町伏屋２－１８

4 濃飛西濃運輸（株）

萩原営業所

岐阜県下呂市萩原町上呂字ヨロノ２１１３－１

三重 No. 事業者名

営業所名

住所

1 久居運送（株）

本社営業所

津市久居井戸山町字東興１６番地の２

2 阿倉川運送（株）

四日市営業所

四日市市内堀町字東浦２７７－１５、１６、１７

3 ホンダ運送（株）

中部事業所鈴鹿センター

鈴鹿市国府町字石丸７７５３番地

4 大宝運輸（株）

四日市支店

四日市市河原田町字畔道１０４５－６、字溝東１０７７－１０

5 センコー（株）

三重支店鈴鹿車輌センター

鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２

6 日本通運（株）

三重支店伊勢営業所

伊勢市神久２丁目９２７、９２８－３

7 三糧輸送（株）

四日市営業所

四日市市曙町７番７号

8 中日本陸運（株）

本社営業所

四日市市末広町４４３０－３

9 伊勢陸運（株）

本社営業所

伊勢市小俣町湯田１５１８－８

10 一宮運輸（株）

物流センター三重

三重郡菰野町大字大強原字狐塚２５００－１

11 日本トランスシティ（株）

運輸事業部中部運輸部四日市営業所 四日市市末広町８－１０

福井 No. 事業者名

近畿

営業所名

住所

1 濃飛西濃運輸（株）

福井支店

福井市林藤島町１６字小米田８番

2 濃飛西濃運輸（株）

武生営業所

越前市大手町八字１－１７

3 ヤマト運輸（株）

奥越支店

勝山市荒土町新保５字高山１１３番

4 ヤマト運輸（株）

越前支店

越前市芝原３丁目５４字野徳１７－１

5 川崎物流（株）

本社春江倉庫

坂井市春江町西太郎丸第２１字１－２

6 平成運輸倉庫（株）

本社営業所

坂井市坂井町木部新保２９字爪の跡３番地１，３番地２

大阪 No. 事業者名

営業所名

住所

1 関西海運（株）

本社営業所

大阪府大阪市大正区小林西１－２５－１３

2 ホンダ運送（株）

近畿事業所茨木センター

大阪府茨木市上穂東町３－１９

3 大洋輸送（株）

本社営業所

大阪府大阪市住之江区平林南１－１－７

4 上田運輸（株）

本社営業所

大阪府堺市堺区神南辺町１丁３番地の３

5 （株）マツダ運輸大阪

本社営業所

大阪府堺市西区築港新町３丁３８

6 菱江ロジスティクス（株）

本社営業所

大阪府豊中市神州町２－８１

7 新三興物流（株）

吹田営業所

大阪府吹田市岸部中２－１７－１

8 大阪三興物流（株）

都島営業所

大阪府大阪市都島区毛馬町５－２－１０

9 （株）ケイシン

北大阪営業所

大阪府摂津市鳥飼新町１－１－２０

10 （株）サカイ引越センター

豊中支社

大阪府豊中市服部寿町３－１７－５

11 大阪石油工運（株）

本社営業所

大阪府高石市高砂２丁目１番地

12 丸一運輸（株）

南港営業所

大阪府大阪市住之江区南港東９丁目４番３６号

13 アスト（株）

本社営業所

大阪府大阪市西区北堀江４－１７－２３

14 （株）山中運輸

本社営業所

大阪府大阪市城東区永田２－８－２

15 丸全昭和運輸（株）

特殊輸送関西物流センター

大阪府大阪市都島区中野町３丁目２０番２２号

16 （株）樋口物流サービス

本社営業所

大阪府東大阪市本庄１丁目１２番１０号

17 高尾運輸興業（株）

本社営業所

大阪府枚方市池之宮４－７－２１

18 辻運輸（株）

本社営業所

大阪府八尾市楠根町５丁目２５

19 共立輸送（株）

大阪営業所

大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４０

20 佃運輸（株）

本社営業所

大阪府大阪市西淀川区佃１－１－６０

21 相和運輸倉庫（株）

本社営業所

大阪府堺市美原区黒山２５５番地の３

営業所名

住所

本社営業所
本社

京都府宇治市槙島町十一６３－１，６４－１

京都 No. 事業者名
1 （株）箱伊運輸
2 京都三興物流（株）

兵庫 No. 事業者名

京都府京都市伏見区中島中道町９番地１

営業所名

住所

1 愛知車輛興業（株）

大阪営業所

兵庫県川西市東久代１－３３１－１０

2 臼杵運送（株）

神戸営業所

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３地先

3 酸和運送（株）

兵庫営業所

兵庫県尼崎市中浜町１番８

4 （株）三和総業

本社営業所

兵庫県尼崎市西高洲町２６番１号

5 （株）シキトウサービス

本社営業所

兵庫県姫路市飾東町八重畑字長這９７３－１

6 澁澤陸運（株）

六甲ターミナル

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８－９

7 （株）シーエックスカーゴ

小野営業所

兵庫県小野市高田町字野山１８３８－２

8 （株）シーエックスカーゴ

神戸営業所

兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１

9 第一運輸作業（株）
10 台神商運（株）

本社営業所

兵庫県西宮市西宮浜２丁目１１番地１

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区深江浜町１６１番地

11 （株）太陽コーポレーション姫路 本社営業所

兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６９

12 龍野運送（株）

龍野営業所

兵庫県たつの市龍野町片山４７７－１

13 都宝産業（株）

滝野営業所

兵庫県加東市下滝野１丁目１３２－２－１０１

14 日伸運輸（株）

本社営業所

兵庫県姫路市飾磨区細江１２８７

15 日本梱包運輸倉庫（株）

神戸営業所

兵庫県神戸市西区見津が丘５丁目１－１

16 日本通運（株）

豊岡営業課

兵庫県豊岡市上佐野字池畑１６８０－５

17 日本通運（株）

阪神支店尼崎営業課

兵庫県尼崎市昭和通１丁目９－５３

18 日本通運（株）

伊丹川西営業課

兵庫県川西市久代３－１２－１６

19 松本運送（株）

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－１０－７

20 （株）八鹿逓送

本社営業所

兵庫県養父市八鹿町八鹿９０５－１

21 和光運輸（株）

本社営業所

兵庫県神戸市長田区苅藻島町２－１－８

奈良 No. 事業者名

営業所名

住所

1 奈相流通（株）

本社営業所

奈良県天理市檪本町３２００

2 日本通運（株）

自動車営業課

奈良県天理市蔵之庄町１８０－１

3 奈良郵便輸送（株）

中和営業所

奈良県高市郡高取町観覚寺７２５

4 ジェイ・ネット（株）

本社営業所

奈良県天理市南六条町１２２番地１

5 日通奈良運輸（株）

橿原営業所

奈良県橿原市忌部町１８１

6 日本通運（株）

橿原営業支店

奈良県橿原市忌部町字北浦１８１

7 ヤマト運輸（株）

桜井支店

奈良県桜井市大字外山１３００－１，２

8 ヤマト運輸（株）

奈良平城支店

奈良県奈良市秋篠町字平田９３－１

滋賀 No. 事業者名

和歌山 No.

営業所名

住所

1 センコー（株）

湖東車輛センター

滋賀県東近江市北花沢町小字百々５３

2 綜合警備保障（株）

滋賀支社

滋賀県大津市本宮２丁目３７番４号

3 （株）丸文

関西営業所

滋賀県栗東市大橋７－６４２

4 レンゴーロジスティクス（株）

栗東営業所

滋賀県栗東市辻５６４－１

5 （株）サカイ引越センター

びわこ支社

滋賀県草津市若竹町１０－７

営業所名

住所

事業者名
（該当なし）

中国

広島 No. 事業者名

営業所名

住所

1 北港運輸（株）

広島支店

広島市安佐南区伴南2丁目３－１３

2 日本通運（株）

広島航空支店福山航空貨物センター 福山市大門町5丁目５－１－３

3 備後通運（株）

広島支店

広島市中区光南6丁目２－３５

4 日本通運（株）

福山支店

福山市鋼管町１

5 日通広島流通サービス（株）

本社営業所

広島市南区西蟹屋４－１－５８

6 クレコレクトサービス（株）

本社

呉市吉浦新町2丁目１４８－４

7 （株）サカイ引越センター

広島西支社

広島市西区福島町1丁目１７－１０

8 大西運輸（株）

本社営業所

広島市南区元宇品町３－５

9 備後通運（株）

福山国際輸送支店

福山市箕島町４８４－２５

本社営業所

三原市南方3丁目１０－３

営業所名

住所

営業所名

住所

営業所名

住所

本社営業所

倉敷市玉島阿賀崎1丁目６－１４

10 （株）東酪

鳥取 No. 事業者名
（該当なし）

島根 No. 事業者名
（該当なし）

岡山 No. 事業者名
1 守永運輸（株）

2 （株）仲岡運輸

本社営業所

新見市草間８９４６

3 北港運輸（株）

岡山支店

高梁市成羽町成羽２９０１

4 梅田運輸倉庫（株）

水島営業所

倉橋市東塚7丁目１５－２１

5 岡山輸送（株）

本社営業所

倉橋市玉島乙島８２５９－１

6 一宮運輸（株）

大阪支店岡山営業所

岡山市東区西大寺鋼１３５５－１

7 日本通運（株）

岡山支店コンテナ課

岡山市北区野田４－１－９０

8 愛知車輌興業（株）

岡山営業所

倉敷市南畝７－３６３

9 ホンダ運送（株）

中四国事業所岡山センター

玉野市田井6丁目１－９

営業所名

住所

山口 No. 事業者名
（該当なし）

四国

香川 No. 事業者名

営業所名

住所

1 中四国ロジスティクス（株）

高松営業所

高松市朝日町六丁目５７１番地１

2 （有）伸弘運送

本社営業所

丸亀市郡家町字重元1046

3 ふじかわ陸運（株）

本社営業所

綾歌郡綾川町山田下２４８３－１

4 ホンダ運送（株）

中四国事業所 坂出センター 坂出市林田町４２８５－３１０

5 （株）ニヤクコーポレーション

近畿四国支店 坂出事業所

坂出市築港町二丁目３１０－１０９

6 （株）レックス

本社営業所

綾歌郡綾川町東分乙６０－７

営業所名

住所

徳島空港営業所

徳島県板野郡松茂町豊久朝日野１６－２

徳島 No. 事業者名
1 日本通運（株）

2 徳島トラフィックサービス（株） 本社営業所

徳島県徳島市東沖洲２－２７－４

3 ヤマト運輸（株）

徳島八万支店

徳島県徳島市八万町法花２４－１４

4 ヤマト運輸（株）

鳴門支店

徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜６１

5 ヤマト運輸（株）

つるぎセンター

徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪１２９－８

愛媛 No. 事業者名

営業所名

住所

1 四国名鉄運輸（株）

松山支店

愛媛県松山市空港通4丁目5-5

2 （株）トーショー

今治営業所

愛媛県今治市富田新港1-1-8

3 渡辺興業（株）

松山営業所

愛媛県伊予郡砥部町八倉121

4 四国西濃運輸（株）

新居浜営業所

愛媛県西条市飯岡字杉の木1370

5 城北運送（株）

本社営業所

愛媛県松山市太山寺町850

6 （株）あじふく

本社営業所

愛媛県西条市小松町新屋敷甲2059-1

7 南流勢運輸（株）

本社営業所

愛媛県四国中央市寒川町4018-6

8 レンゴーロジスティクス（株）

松山営業所

愛媛県松山市南吉田町1861

9 ダイオーロジスティクス（株）

本社営業所

愛媛県四国中央市三島朝日1丁目11-45

10 ヤマト運輸（株）

松山城北支店

愛媛県松山市山越2-10-20

11 ヤマト運輸（株）

松山内宮センター

愛媛県松山市馬木町2150-2

12 ヤマト運輸（株）

南宇和センター

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平成3748

営業所名

住所

高知 No. 事業者名
（該当なし）

九州

福岡 No. 事業者名

営業所名

住所

1 菱化ロジテック（株）

二島物流センター営業所

福岡県北九州市若松区南二島４丁目１０番１号

2 玄海産業（株）

新門司営業所

福岡県北九州市門司区新門司北１－６－８

3 玄海産業（株）

本社営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町９－１３

4 日本郵便輸送（株）

久留米営業所

福岡県久留米市御井旗崎１－６－８

5 藤博運輸（株）

新門司営業所

福岡県北九州市門司区新門司北３丁目１－１

6 （株）石松商会

本社営業所

福岡県北九州市若松区南二島２丁目７－５

7 （株）富士鳩急送

本社営業所

福岡県うきは市吉井町上野入３３９－１

8 （株）ベスト・トランスポート

九州営業所

福岡県粕屋郡新宮町美咲１丁目５番５１号

9 （株）コウノ運輸

本店

福岡県古賀市新原９２９番地４

10 （株）前田運送

福岡営業所

福岡県糟屋郡宇美町貴船３丁目１５－２６

11 谷口運輸（株）

本社営業所

福岡県田川市大字弓削田字外和田１１８２，１１８３

12 （株）ランテック

福岡支店

福岡県糟屋郡久山町大字山田２３９６－１６

佐賀 No. 事業者名

営業所名

住所

1 内田運輸（株）

佐賀営業所

佐賀県伊万里市南波多町大曲字辻４２６

2 西松浦通運（株）

佐賀営業所

佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本松２５６－１

長崎 No. 事業者名

営業所名

住所

1 （株）サンエストランテック

長崎事業所

長崎県長崎市小ヶ倉町１－１０３０－２

2 SBSフレックネット（株）

長崎営業所

長崎県西彼杵郡時津町日並郷３６１９

営業所名

住所

1 臼杵運送（株）

熊本営業所

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺３５

2 志柿運送（株）

本社営業所

熊本県天草市志柿町字高垣２７２０－２

3 ホンダ運送（株）

熊本営業所

熊本県菊池郡大津町大津字土井ノ内８１－２

4 日本通運（株）

熊本警送事業所

熊本県熊本市南区近見７丁目７番２号

営業所名

住所

熊本 No. 事業者名

大分 No. 事業者名
（該当なし）

宮崎 No. 事業者名

鹿児島 No.

沖縄

No.

営業所名

住所

1 日豊輸送（株）

本社営業所

東諸県郡国富町大字本庄字上代５３５，５３３，５３４，５３７，５３２，５３２－２，５３３－２

2 日本図書輸送（株）

宮崎営業所

宮崎県宮崎市新栄町１７－１

営業所名

住所

1 内田運輸（株）

鹿児島営業所

鹿児島県姶良市蒲生町下久徳９０８－１

2 （株）外薗運輸機工

本社営業所

鹿児島県薩摩川内市陽成町１４６６－１

営業所名

住所

事業者名

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。

