平成28年度 Gマーク運輸局長表彰事業所
北海道 No. 事業者名
1 共通運送（株）

営業所名

住所

函館営業所

函館市西桔梗町８６３番地４

2 札幌パブリック警備保障（株） 本社営業所

札幌市中央区大通西１１丁目４番地

3 北海道郵便逓送（株）

釧路営業所

釧路市入江町１２－１０

4 協和トラック（株）

本社営業所

釧路市星が浦南２－５－１１

5 合同通運（有）

本社営業所

中川郡幕別町字千住３９７ー２８

6 日本郵便輸送（株） 北海道支社 札幌営業所

東北 No. 事業者名

札幌市東区東雁来７条２丁目２番３６号

営業所名

住所

1 田中産業（株）

盛岡営業所

岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－７

2 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

3 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、８４－４

4 （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

5 船川臨港運送（株）

秋田支社営業所

秋田県秋田市寺内字後城３２２－９

6 田中産業（株）

酒田営業所

山形県酒田市広栄町１丁目１－２

営業所名

住所

1 日本通運（株）

馬込航空貨物センター

東京都港区東新橋１－９－３

2 日本通運（株）

羽田航空貨物センター

東京都港区東新橋１－９－３

3 備後通運（株）

東京支店

広島県福山市西町２－１６－１８

4 日本通運（株）

東京引越支店作業運用課

東京都港区東新橋１－９－３

5 帝都運送（株）

東京営業所

東京都杉並区高井戸東３－２５－１３

6 （株）三星・運送

調布営業所

東京都青梅市今井３－４－１４

7 岡山県貨物運送（株）

京浜支店

岡山県岡山市北区清心町４－３１

8 （株）富士興業

本社営業所

東京都羽村市五ノ神３－３－１

9 日本通運（株）

航空事業支店国内貨物第三営業部 東京都港区東新橋１－９－３

関東 No. 事業者名

10 金子運送（株）

本社営業所

東京都足立区舎人５－８－１８

11 イヌイ運送（株）

東雲営業所

東京都江東区東雲２－１－１０

12 日本通運（株）

板橋航空貨物センター

東京都港区東新橋１－９－３

13 岡山県貨物運送（株）

東京支店

岡山県岡山市北区清心町４－３１

14 （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

15 岡山県貨物運送（株）

足立支店

岡山県岡山市北区清心町４－３１

16 サトランス（株）

中央営業所

東京都江東区白河３－１－１０

17 函館運送（株）

東京支店

北海道函館市西拮梗町５８９－１４８

18 （株）スピン

本社営業所

東京都八王子市越野１１－４

19 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

20 千代田運輸（株）

本社営業所

東京都日野市日野台１－２１－１

21 向島運送（株）

東京営業所

東京都墨田区堤通２－１２－２

22 三菱電機ロジスティクス（株） 鎌倉事業所

東京都渋谷区笹塚２－１－６

23 山一産業（株）

本社営業所

神奈川県川崎市高津区子母口３５０

24 （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

25 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

26 環境通信輸送（株）

南関東物流センター

埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１

27 （株）ジャトス

藤沢事業部

神奈川県藤沢市円行１－２２－１

28 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

29 （株）中央ロジスティクス

大黒埠頭営業所

東京都江東区越中島１－２－２１

30 トヨタ輸送（株）

横浜営業所

愛知県豊田市元町２

31 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

32 丸一共通運送（株）

厚木営業所

埼玉県川越市問屋町４－２

33 京極運輸商事（株）

川崎営業所

東京都中央区日本橋浜町１－２－１

34 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

35 細野運送（株）

本社営業所

神奈川県藤沢市本町３－１５－２６

36 アート梱包運輸（株）

川越営業所

長野県東御市八重原３５１０－１

37 （株）東京ロジステック小林徳市運送 狭山営業所

東京都港区三田２－９－１１

38 菊名運輸（株）

本社営業所

埼玉県吉川市高久８０４－３

39 池田興業（株）

埼玉支店

福岡県北九州市門司区大里本町２－２－５

40 （株）トーショー

所沢営業所

東京都小平市天神町３－１０－３

41 （株）トーショー

東松山営業所

東京都小平市天神町３－１０－３

42 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１－３２３

43 日本通運（株）

高崎航空貨物センター

東京都港区東新橋１－９－３

44 日本梱包運輸倉庫（株）

群馬営業所

東京都中央区明石町６－１７

45 寿運輸倉庫（株）

本社営業所

群馬県伊勢崎市三室町６２０１－１２

46 明治ロジテック（株）

前橋事業所

東京都文京区本郷３－２２－５

47 日本通運（株）

太田航空営業所

東京都港区東新橋１－９－３

48 明治ロジテック（株）

群馬事業所

東京都文京区本郷３－２２－５

49 （株）トーハイ

成田営業所

東京都中央区日本橋小伝馬町４－１

50 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

51 ケミカルトランスポート（株）

香取営業所

千葉県市原市原木３０３１

52 センコー（株）

車輌センター営業所

大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０

53 ケイヒン陸運（株）

千葉流通センター

東京都足立区綾瀬７－３－５

54 一宮運輸（株）

袖ヶ浦営業所

愛媛県新居浜市西原町２－４－３６

55 丸全京葉物流（株）

市原営業所

千葉県市原市姉崎海岸５６

56 澁澤陸運（株）

千葉ターミナル

東京都江東区永代２－３７－２８

57 橋本運輸（株）

香取営業所

茨城県神栖市神栖３－５－３０

58 角田運送（株）

本社営業所

千葉県市川市高谷１８４１

59 （株）丸文

千葉営業所

岡山県倉敷市連島町連島１３３－１

60 交神運輸（株）

市川営業所

東京都中央区新富１－１３－２４

61 太陽商運（株）

本社営業所

千葉県印西市松崎台２－３－１

62 結城運輸倉庫（株）

五井営業所

東京都江東区深川１－６－２９

63 日輪商運（株）

本社営業所

千葉県浦安市千鳥１５－２８

64 千葉三港運輸（株）

千葉営業所

千葉県市原市姉崎海岸１２

65 （有）神谷運送店

本社営業所

千葉県成田市川上２４５－９８４

66 日通千葉貨物運送（株）

中央事業所

千葉県千葉市中央区今井１－１４－２２

67 日通千葉貨物運送（株）

茜浜事業所

千葉県千葉市中央区今井１－１４－２２

68 菱自運輸（株）

関東営業所

神奈川県川崎市高津区下作延６－３２－４

69 武州運輸倉庫（株）

東京営業所

千葉県船橋市西浦３－８－２

70 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

71 平塚運送（有）

本社営業所

茨城県那珂市福田５３３－１

72 （株）栄光商事

本社営業所

茨城県常陸大宮市栄町１３２０

73 日本通運（株）

鹿島港支店

東京都港区東新橋１－９－３

74 コウノイケ・エキスプレス（株） 鹿島支店

和歌山県和歌山市栄谷２－１

75 日本液体運輸（株）

鹿島支店

東京都中央区日本橋本町１－３－２

76 ヤクルトロジスティクス（株）

茨城営業所

東京都八王子市石川町２９６９－３

77 トーヨーエキスプレス（株）

茨城営業所

東京都大田区矢口３－７－１３

78 関東センコー運輸（株）

茨城営業所

茨城県古河市久能８３６－３

79 三共運輸倉庫（株）

古河営業所

大阪府大阪市港区福崎３－１－１８８

80 ハウス物流サービス（株）

関東営業所

大阪府東大阪市御厨栄町１－５－７

営業所名

住所

本社営業所

新潟県新潟市北区太夫浜1304

2 新潟運輸（株）

本社営業所

新潟県新潟市東区下場字北側25－14

3 八海運送（株）

本社営業所

新潟県南魚沼市寺尾1429

4 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

5 南進貨物（株）

長野営業所

長野県長野市篠ノ井御幣川667－3

6 日本図書輸送（株）

松本営業所

長野県塩尻市広丘野村1042－1

北陸 No. 事業者名
信越
1 エム・アール・エス（株）

7 南進貨物（株）

松本営業所

長野県安曇野市豊科南穂高828－1

8 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979－4

9 センコー（株）

金沢営業所

石川県白山市村井町570－1

10 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1

11 石川日通運輸（株）

本社営業所

石川県金沢市専光寺町イ54番地

12 （株）ミツノリ

金沢支店

石川県金沢市神野町東89

13 丸運トラック（株）

本社営業所

石川県加賀市西島町チ35番地

中部 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 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

3 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

4 三栄工業（株）

輸送事業部

愛知県豊田市高岡町巾着２６

5 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

6 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

7 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

8 トヨタ輸送（株）

田原営業所

愛知県田原市緑ヶ浜３号８番

9 トヨタ輸送（株）

長草営業所

愛知県大府市長草町山口１５－５３

10 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

11 翔運輸（株）

御殿場営業所

静岡県御殿場市竃字道下１９４７－４

12 翔運輸（株）

竜洋営業所

静岡県磐田市駒場字流作新田７１１０

13 日本梱包運輸倉庫（株）

浜松営業所

静岡県浜松市中区高丘東２丁目７－１

14 日本梱包運輸倉庫（株）

焼津営業所

静岡県焼津市越後島字越後島４３５

15 翔運輸（株）

掛川営業所

静岡県掛川市光陽２１０

16 日本梱包運輸倉庫（株）

袋井営業所

静岡県袋井市堀越字長面５５０－１

17 翔運輸（株）

沼津営業所

静岡県沼津市大岡字西下耕地２７７５

18 小川運送（株）

本社営業所

三重県津市高茶屋小森町２８７７－４

19 日通トランスポート（株）

福井支店

福井県福井市浅水二日町１４５字金橋２０番

20 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

21 （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

22 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

23 福井郵便逓送（株）

本社営業所

福井県福井市板垣４丁目４１１

営業所名

住所

1 北港運輸（株）

大阪支店

大阪府大阪市此花区島屋１－１－３

2 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

3 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

4 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

5 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

6 内山運送（株）

本社営業所

大阪府東大阪市宝町１－２８

7 大長郵便輸送（株）

本社営業所

大阪府堺市美原区黒山２６０－１

8 城南産業（株）

本社営業所

大阪府吹田市幸町２３－１

9 （株）藤井商会

本社営業所

大阪府大阪市港区市岡２－５－２０

10 親和物流（株）

本社営業所

大阪府茨木市西河原北町６番１５号

11 （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

12 大阪西運送（株）

鳥飼営業所

大阪府摂津市鳥飼本町２－６－２４

13 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

14 平田運送（株）

高井田営業所

大阪府東大阪市川俣１－９－１０

15 （株）トーショー

大阪営業所

大阪府高石市高砂３丁目３０

16 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

17 丸一運輸（株）

神戸支店

京都府久世郡久御山町大字田井小字新荒見１６７－１

18 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

19 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

近畿 No. 事業者名

20 （株）新宮運送

本社営業所

兵庫県たつの市新宮町大屋６６８－１２

21 尼崎北運送（株）

本社営業所

兵庫県尼崎市久々知３－１２－１３

22 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

23 兵紙運輸（株）

本社営業所

兵庫県姫路市豊富町豊富字風浦２３６５－３

24 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

25 川端運輸（株）

本社営業所

奈良県大和郡山市今国府町字宮口６９０ 他２筆

26 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

27 （株）泉倉庫

本社営業所

滋賀県甲賀市水口町泉揚木１１４６－１

28 梅田運輸倉庫（株）

彦根営業所

滋賀県彦根市南川瀬町３９２－１

29 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

中国 No. 事業者名

営業所名

住所

1 いづみ運輸（株）

本社営業所

広島市安芸区中野１－７－１

2 （株）カイソー

広島支店

広島市佐伯区五日市港３丁目８－１９

3 極東輸送（株）

本社営業所

広島市南区出島２丁目３０－５

4 久留米運送（株）

広島店

広島市西区草津港３丁目２－１

5 （株）河野

広島北営業所

広島市安佐北区亀山７丁目１０－２１

6 瀬野川産業（株）

久地配送センター

広島市安佐北区安佐町久地８６９－３

7 太陽工業（株）

本社営業所

広島市中区江波南２丁目１５－１７

8 （株）タカキ物流サービス

千代田営業所

山県郡北広島町春木１４９０－１

9 （株）デリカサービス

本社営業所

廿日市市宮内野稲原３１９５

10 中谷機工（株）

福山支店

福山市緑町１－８

11 日通トランスポート（株）

広島支店

広島市南区西蟹屋４丁目１－５８

12 日本梱包運輸倉庫（株）

広島営業所

東広島市志和町大字冠字小越２１４－３

13 備後通運（株）

福山自動車支店

福山市神島町７－１２

14 丸加海陸運輸（株）

本社

福山市箕沖町２２－１

15 レンゴーロジスティクス（株）

広島営業所

安芸郡海田町南明神町１－７７

16 日通トランスポート（株）

米子支店

米子市夜見町２９２４－６

17 三洋運輸（株）

西大寺営業所

岡山市東区金岡東町３－３－１

18 山陽自動車運送（株）

岡山支店

岡山市南区古新田８４３－１

19 （株）竹本商事運輸

高梁営業所

高梁市松山２９７－６

20 日清紙運輸（株）

本社

岡山市南区大福１４５－１

21 丸進運油（株）

水島営業所

倉敷市南畝３－９－７

22 薬仙運輸（株）

本社営業所

美祢市伊佐町伊佐３３６２－１

四国 No. 事業者名

営業所名

住所

1 大和物流（株）

香川営業所

香川県三豊市高瀬町上麻３７７７－１

2 （株）福本組

本社営業所

香川県坂出市室町１－１－３

3 （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

4 （株）豊徳

本社営業所

徳島県小松島市豊浦町７－1

九州 No. 事業者名

営業所名

住所

1 野中産業（株）

本社営業所

福岡県北九州市門司区新門司１丁目9-4

2 ハウス物流サービス（株）

九州営業所福岡事務所

福岡県古賀市古賀１番地

3 （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

4 富士貨物自動車（株）

本社営業所

佐賀県神埼市神埼町鶴3316

5 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

6 肥前通運（株）

本社営業所

佐賀県武雄市北方町大字志久1936-1

7 肥前通運（株）

鹿島営業所

佐賀県鹿島市古枝甲591

8 ヤクルトロジスティクス（株）

佐賀営業所

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2300-1

9 親和自動車（有）

本社営業所

長崎県大村市古賀島町498-10

物流センター熊本

熊本県菊池郡大津町杉水中谷3732

10 一宮運輸（株）

11 東九総合運輸（株）

沖縄 No. 事業者名

本社営業所

大分県大分市大字駄原字豊久北浦2898-2

営業所名

住所

（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。

