平成29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 エア・ウォーター物流 株式会社 滝川営業所

北海道滝川市北滝の川1344-4

2 東日本海陸輸送 株式会社

札幌本社営業所

北海道札幌市白石区流通センター5丁目2番87号

3 丸吉運輸機工 株式会社

本社営業所

北海道北広島市輪厚681-14

4 札幌定温運輸 株式会社

本社営業所

北海道札幌市西区発寒14条14-1-17

5 札幌定温運輸 株式会社

東営業所

北海道札幌市東区東苗穂3条3丁目1番10号

6 株式会社 丸運トランスポート札幌 札幌営業所

北海道札幌市白石区菊水上町4条4丁目93

7 京極建設 株式会社

本社営業所

北海道虻田郡京極町字三崎209

8 サンワ産業 株式会社

本社営業所

北海道砂川市西3条北21-1-22

9 エア・ウォーター物流 株式会社 大曲営業所

北海道北広島市大曲工業団地7丁目2番2

10 日晶運輸 株式会社

大谷地営業所

北海道札幌市白石区流通センター6丁目3-45

11 札樽自動車運輸 株式会社

大谷地営業所

北海道岩見沢市東町247

12 トーウンサービス 株式会社

新港営業所

北海道小樽市銭函5丁目71-2

13 丸幸ムサシ工業 株式会社

本社営業所

北海道札幌市清田区平岡4条3丁目45-127の内

14 北商建設運輸 株式会社

本社営業所

北海道岩見沢市東町590-7

営業所名

住所

函館

北海道北斗市追分3-4-10

函館 No. 事業者名
1 日本図書輸送 株式会社

2 エア･ウォーター物流 株式会社 函館

北海道函館市亀田港町63-4

3 日通函館運輸 株式会社

せたな

北海道久遠郡せたな町北桧山区北桧山125番4

4 株式会社 青函運輸

本社

北海道上磯郡木古内町字新道107-6

営業所名

住所

旭川支店

北海道旭川市流通団地3条5丁目

旭川 No. 事業者名
1 札樽自動車運輸 株式会社

2 株式会社 丸運トランスポート札幌 留萌営業所

北海道留萌市船場町1丁目12－3

3 ユート運輸倉庫 株式会社

北海道旭川市工業団地4条2丁目3番2号

旭川営業所

4 エア・ウォーター物流 株式会社 稚内営業所

室蘭 No. 事業者名
1 日本郵便輸送 株式会社

北海道稚内市声問4丁目18番22号

営業所名

住所

苫小牧営業所

北海道苫小牧市有明町2丁目１１－２２

2 株式会社 フジトランスライナー 苫小牧営業所

北海道苫小牧市船見町2丁目5-3

3 株式会社 ホース運輸

苫小牧営業所

苫小牧市字沼ノ端18-27

4 北海道福山通運 株式会社

苫小牧支店

苫小牧市あけぼの町5丁目1-18

5 東日本海陸輸送 株式会社

室蘭営業所

登別市千歳町2丁目12-6

6 エア・ウォーター物流 株式会社 室蘭営業所

室蘭市港北町1丁目25-35

7 富士トラック 株式会社

苫小牧市字沼ノ端2ｰ34

苫小牧営業所

8 株式会社 丸運トランスポート札幌 苫小牧営業所

苫小牧市あけぼの町1丁目6-3

9 三ッ輪物流 株式会社

苫小牧支店

苫小牧市あけぼの町1丁目1-12

営業所名

住所

釧路 No. 事業者名

1 エア・ウォーター物流 株式会社 釧路営業所

北海道釧路郡釧路町中央5-3

2 エア・ウォーター物流 株式会社 中標津営業所

北海道標津郡中標津町東当幌17番地8

3 三ッ輪物流 株式会社

本社営業所

北海道釧路市星が浦南4丁目1-10

4 日晶運輸 株式会社

釧路営業所

北海道釧路市阿寒町下舌辛十二線38番31

営業所名

住所

帯広 No. 事業者名

1 株式会社 ニヤクコーポレーション 北海道支店帯広事業所

北海道帯広市西25条南1丁目3-1

2 ﾕｰﾄ運輸倉庫 株式会社

帯広営業所

北海道帯広市西20条北2丁目23番地3

北見 No. 事業者名

営業所名

住所

1 札樽自動車運輸 株式会社

北見支店

北海道北見市小泉273番地

2 札樽自動車運輸 株式会社

網走営業所

北海道網走市三眺12番11号

東北

青森 No. 事業者名
1 株式会社 富士興業

岩手 No. 事業者名
1 有限会社 東北石灰運輸

宮城 No. 事業者名

営業所名

住所

弘前営業所

青森県弘前市大字神田４丁目５－２

営業所名

住所

本社営業所

岩手県一関市東山町松川字滝の沢１９３－１

営業所名

住所

（該当なし）

秋田 No. 事業者名

営業所名

住所

1 近物レックス 株式会社

湯沢営業所

秋田県湯沢市柳田字中島２３２－３，２３３－１

2 近物レックス 株式会社

大館営業所

秋田県大館市釈迦内稲荷山下１１０－２

3 株式会社 秋田市場運送

本社営業所

秋田県秋田市外旭川字待合２８

営業所名

住所

酒田営業所

山形県酒田市大宮町２－１－１０

山形 No. 事業者名
1 一宮運輸 株式会社

2 株式会社 バイタルエクスプレス 酒田営業所

山形県酒田市東両羽町７－４

3 株式会社 バイタルエクスプレス 米沢営業所

山形県米沢市窪田町窪田字中谷地3517番地の３

福島 No. 事業者名

営業所名

住所

郡山営業所

福島県郡山市備前舘二丁目７６番地

営業所名

住所

1 南信貨物自動車 株式会社

東京営業所

東京都大田区平和島２－１－１

2 多摩運送 株式会社

昭島営業所

東京都昭島市武蔵野３－４５－２

3 多摩運送 株式会社

多摩ネットワークセンター

東京都立川市高松町１－１００－１－１１

4 結城運輸倉庫 株式会社

王子営業所

東京都足立区椿１－３－６

5 名鉄運輸 株式会社

京浜支店

東京都大田区平和島２－１－１

1 有限会社さくら運輸

関東

東京 No. 事業者名

6 テイアンドエスサービス 株式会社 本社営業所

東京都江東区深川２－１－１０

7 有限会社 小林運送店

本社営業所

東京都小平市小川町１－２３７０

8 東京共同ロジテム 株式会社 本社営業所

東京都江東区東雲２－１２－２０

9 株式会社 ヤマザキ物流

町田営業所

東京都町田市南町田三丁目４番４４号

国立航空貨物センター

東京都国立市泉４－８－１

10 日本通運 株式会社

11 日通トランスポート 株式会社 足立支店

東京都足立区入谷６－１－１
日本自動車ターミナル足立事業所８号棟、７号棟

12 協同運輸 株式会社

本社営業所

東京都足立区西伊興１－３－２４

13 株式会社 セイショウ

本社営業所

東京都目黒区原町１－１７－６

14 光洋運輸 株式会社

本社営業所

東京都江東区有明４－６－２１

15 株式会社 ヤマザキ物流

埼玉第二営業所

東京都東村山市久米川町１－５３－１

16 新聞輸送 株式会社

芝浦営業所

東京都港区芝浦４－１６－２７

17 日本図書輸送 株式会社

八王子営業所

東京都八王子市宇津木町６７２－１

ロジスティックスシステム輸送
18
本社営業所
株式会社

東京都品川区八潮２－６－２

19 淺見運輸倉庫 株式会社

本社営業所

東京都世田谷区駒沢５－１５－１１

20 ワーレックス 株式会社

青梅営業所

東京都青梅市今井３－５－１１

21 田中商事 株式会社

東京営業所

東京都杉並区井草１－５－１６

22 昭和運輸倉庫 株式会社

本社営業所

東京都葛飾区四ツ木３－４－３６

23 株式会社 錦江

西多摩営業所

東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－４－４

24 ＭＡＲＵＳＡ 株式会社

本社営業所

東京都品川区東五反田３－２０－１７

25 羽田運輸 株式会社

本社営業所

東京都大田区羽田３－１５－１５

26 鈴鹿貨物 株式会社

本社営業所

東京都江東区新木場二丁目１４番７号

27 東洋テック 株式会社

東京支社

東京都文京区小日向４－２－８

28 第三運輸倉庫 株式会社

本社営業所

東京都江戸川区平井７－２－２０

神奈川 No.

営業所名

住所

1 凸版物流 株式会社

事業者名

相模原営業所

神奈川県相模原市南区大野台２－２７－１

2 ホソダ商運 株式会社

本社営業所

神奈川県海老名市今里１－１５－２２

3 日本通運 株式会社

横浜航空貨物センター

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町２－１－２

4 日本通運 株式会社

神奈川県川崎市宮前区有馬２－７－７
川崎航空貨物センター
東名横浜物流センター事業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町２５番９

5 日本通運 株式会社

6 株式会社 バンテックセントラル 相模原営業部輸送課

神奈川県相模原市南区麻溝台１－１３－２

7 株式会社 不二運輸倉庫

本社営業所

神奈川県横浜市磯子区岡村３－３－１３

8 株式会社 みなみ配送

本社営業所

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南３－３２－３

9 有限会社 丸和運輸

本社営業所

神奈川県平塚市下島１０２２－９

10 株式会社 金谷商運

本社営業所

神奈川県座間市ひばりが丘５－２３－６

11 高田運輸 株式会社

福浦営業所

神奈川県横浜市金沢区福浦２－１５－３

12 平沢運輸 株式会社

磯子営業所

神奈川県横浜市磯子区鳳町２番６

13 株式会社 パル横浜

横浜営業所

神奈川県横浜市磯子区鳳町２番６

14 丸全京浜物流 株式会社

東名横浜物流センター営業所 神奈川県横浜市旭区上川井町１９６５番地－１

15 丸全京浜物流 株式会社

平塚営業所

神奈川県平塚市長瀞１－４

16 JAえひめ物流 株式会社

関東営業所

神奈川県厚木市緑ヶ丘５－１８－２

セーフティオイルトランスポー
17
厚木営業所
ト 株式会社

埼玉 No. 事業者名

神奈川県厚木市下川入５１０－１－１０３

営業所名

住所

1 太陽食品販売 株式会社

飯能ＤＣ事業所

埼玉県飯能市下川崎３４

2 株式会社 トランス・グリップ

東埼玉営業所

埼玉県吉川市栄町１３７６－４

3 関東流通サービス 株式会社 本社営業所

埼玉県久喜市南２－１－３５

4 三八五流通 株式会社

所沢営業所

埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮前１２０－１

5 凸版物流 株式会社

川口営業所

埼玉県川口市弥平４－３－１

6 株式会社 ナガオ

所沢本社営業所

埼玉県所沢市東所沢和田１－９－５

7 日本通運 株式会社

狭山航空貨物センター

埼玉県狭山市広瀬台２－１７－１８

8 日本通運 株式会社

岩槻貨物センター

埼玉県さいたま市岩槻区箕輪字西２１５、２１６、
２１７、２１８－１

9 昭和運輸 株式会社

川島営業所

埼玉県比企郡川島町大字下狢字向新田６７４－３

10 株式会社 スリーエス・サンキュウ 戸田営業所

埼玉県戸田市笹目北町１０－２

11 株式会社 スリーエス・サンキュウ 川越営業所

埼玉県川越市中台元町１－８－３

12 有限会社 持木運輸

埼玉県鶴ケ島市大字五味ケ谷１２４－４

本社営業所

13 レンゴーロジスティクス 株式会社 本庄営業所
14

東日本エア・ウォーター物流
越谷営業所
株式会社

埼玉県本庄市児玉町共栄３００－８
埼玉県越谷市大字大泊１２７

15 株式会社 アロックス

岩槻営業所

埼玉県さいたま市岩槻区大字相野原２５５－１

16 日通児越運輸 株式会社

深谷営業所

埼玉県深谷市上柴町東３－１２－１

17 堀切運輸 株式会社

本社営業所

埼玉県八潮市大字西袋３８６

群馬 No. 事業者名

営業所名

住所

1 株式会社新鮮便

昭和インター営業所

群馬県利根郡昭和村大字森下２０８０－１５

2 株式会社ヤマザキ物流

伊勢崎営業所

群馬県伊勢崎市日乃出町６９

3 王子陸運株式会社

藤岡営業所

群馬県藤岡市本動堂７１７－３

4 株式会社小澤運送店

本社営業所

群馬県太田市清原町２－１

5 協同貨物自動車株式会社

高崎営業所

群馬県高崎市南大類町字館前７０９－１

千葉 No. 事業者名

営業所名

住所

1 株式会社 丸文運送

本社営業所

千葉県船橋市日の出２－３－１１

2 株式会社 大川運輸

本社営業所

千葉県千葉市稲毛区長沼原町２４２－１

3 株式会社 ヤマザキ物流

千葉営業所

千葉県千葉市美浜区新港２１－１

4 株式会社 ヤマザキ物流

野田営業所

千葉県野田市七光台４００

5 花王ロジスティクス 株式会社 沼南営業所

千葉県柏市風早１－７－１６

6 サッポロ流通システム 株式会社 首都圏営業所

千葉県船橋市高瀬町２番

7 日本郵便輸送 株式会社

松戸営業所

千葉県松戸市松飛台字御囲２２９－４

8 明和輸送 株式会社

本社営業所

千葉県千葉市美浜区新港２４９－１７

9 東雪運輸 株式会社

船橋営業所

千葉県船橋市潮見町４２－１

10 代々木オール 株式会社

本社営業所

千葉県四街道市もねの里６丁目１－１

11 平沢運輸 株式会社

市原営業所

千葉県市原市五井９０１０

12 平沢運輸 株式会社

千葉営業所

千葉県市川市本行徳２５５４－１

茨城 No. 事業者名

営業所名

住所

1 十和運送 株式会社

つくば支店

茨城県つくばみらい市高岡５８４－１

2 十和運送 株式会社

石岡支店

茨城県小美玉市西郷地１７０７－８

3 キャリーシステム 株式会社

本社営業所

茨城県坂東市鵠戸１２２２－１

4 土浦通運 株式会社

自動車営業所

茨城県土浦市荒川沖東２丁目３－６

5 株式会社 ヤマザキ物流

古河営業所

茨城県古河市丘里７

6 株式会社 日立物流東日本

土浦輸送営業所

茨城県かすみがうら市下稲吉２６４４－１

7 株式会社 日立物流東日本

水戸輸送営業所

茨城県ひたちなか市稲田１０９６－３４

8 株式会社 産業ガステクノサービス ひたちなか営業所

茨城県ひたちなか市大字市毛１０５２－２

9 関東運輸 株式会社

茨城営業所

茨城県那珂郡東海村石神外宿２５６７－２

10 下館陸運 株式会社

本社営業所

茨城県筑西市玉戸１０００－４

11 株式会社 多荷物流

本社営業所

茨城県日立市国分町３－１－１２

12 関東名鉄運輸 株式会社

土浦支店

茨城県土浦市大畑字裏山２１１－１

13 ヤマト運輸 株式会社

茨城大洗センター

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原８２２７－３

14 ヤマト運輸 株式会社

笠間平町センター

茨城県笠間市平町４４６－１

15 ヤマト運輸 株式会社

茨城大子センター

茨城県久慈郡大子町大字池田字宿平３８－１

16 ヤマト運輸 株式会社

高萩センター

茨城県高萩市高浜町３－６２－１

17 ヤマト運輸 株式会社

茨城東海センター

茨城県那珂郡東海村白方字北原１３１８－１

18 ヤマト運輸 株式会社

茨城八郷センター

茨城県石岡市柿岡２７００－３

栃木 No. 事業者名

営業所名

住所

1 エアケミ運輸（株）

本社営業所

栃木県さくら市喜連川５１２９－１９

2 北港運輸（株）

関東支店営業所

栃木県鹿沼市茂呂字岩石５７５－４

3 日祥運輸倉庫（株）

本社営業所

栃木県宇都宮市平出町３５７２－７

4 （株）不二ロジカーゴ

本社営業所

栃木県河内郡上三川町大字西汗１６６２－１

営業所名

住所

山梨 No. 事業者名
（該当なし）

北陸
信越

新潟 No. 事業者名

営業所名

住所

1 長岡運輸株式会社

長岡営業所

新潟県長岡市下下条４丁目１５２６番地１

2 長岡運輸株式会社

中之島営業所

新潟県長岡市中之島１９８２番地１３

3 頸城運送倉庫株式会社

柏崎営業所

新潟県柏崎市大字曽地字五百刈３７６番地

4 頸城運送倉庫株式会社

木田営業所

新潟県上越市木田２－１３－１４

5 新潟運輸株式会社

新潟支店

新潟県新潟市西区流通センター６－１－１

6 富士興業株式会社

上越営業所

新潟県上越市黒井２７３５－２７

7 アキタ株式会社

新潟営業所

新潟県新潟市西区山田１８５－１

8 株式会社技研運輸

四ツ郷屋営業所

新潟県新潟市西区四ツ郷屋２６２０－１

9 株式会社上越商会

新井営業所

新潟県妙高市大字巻淵１４０番地

10 有限会社上新運輸

本社営業所

新潟県上越市大字福橋７４９－１

営業所名

住所

諏訪営業所

長野県諏訪市大字中洲字松山５５０２－１８

営業所名

住所

本社営業所

富山県高岡市戸出町３－２２１７

長野 No. 事業者名
1 阿南自動車株式会社

富山 No. 事業者名
1 戸出運輸株式会社

2 北信運輸株式会社

石川 No. 事業者名

中部

上市営業所

富山県中新川郡上市町上条沖１９

営業所名

住所

1 日本通運株式会社 小松支店 コマツ粟津営業課

石川県小松市串町セ２５

2 株式会社 ツカサ

本社営業所

石川県金沢市古府３丁目１０７番地

営業所名

住所

1 株式会社ハセコン運輸

名古屋営業所

愛知県北名古屋市中之郷神明４３

2 桜運輸株式会社

本社営業所

愛知県弥富市東末広９丁目５１番地

3 タカラ梱包輸送株式会社

豊橋東営業所

愛知県豊橋市大岩町字岩田１５－１

4 カリツー株式会社

岡崎物流センター

愛知県岡崎市橋目町字西水通４０－２

5 協和陸運株式会社

本社営業所

愛知県豊川市篠田町弘法野３８

6 鴻池運輸株式会社

江南営業所

愛知県江南市赤童子町栄１１４－１

愛知 No. 事業者名

7 日鉄住金物流名古屋株式会社 本社営業所

愛知県東海市東海町５丁目３番地

8 株式会社愛南

本社営業所

愛知県名古屋市南区豊１丁目３２番１０号

9 日本通運株式会社

名古屋国際輸送支店富浜流通センター

愛知県弥富市豊浜２丁目１番地

名古屋営業所

愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺
字東六反畑４２７４－２，４２７５－１

10 井阪運輸株式会社

静岡 No. 事業者名

営業所名

住所

1 日本運輸株式会社

静岡営業所

磐田市岩井字西原１９０７－１１４９

2 一宮運輸株式会社

静岡営業所

焼津市小屋敷字発杭４５２

3 中部三和物流株式会社

本社営業所

焼津市八楠2丁目22番2号

4 天竜自動車運送株式会社

浜松営業所

浜松市中区高丘東2丁目１２０－２５

営業所名

住所

本社営業所

岐阜県羽島郡岐南町平成1-71

2 東岐運輸株式会社

本社営業所

可児市土田字富士ノ井1790

3 濃飛西濃運輸株式会社

岐阜北営業所

岐阜市大字城田寺字明正1270-1

4 株式会社山商運輸

本社営業所

可児市坂戸字大戸643

岐阜 No. 事業者名
1

株式会社スワロー
セキュリティーサービス

三重 No. 事業者名

営業所名

住所

1 ホイテクノ物流株式会社

亀山営業所

三重県亀山市田村町字大野1777-53

2 大和物流株式会社

三重支店

三重県三重郡菰野町大字竹成字下雁沢3475-1

3 愛知車輌興業株式会社

三重営業所

三重県伊賀市中友田1600

4 ケミカルトランスポート株式会社 四日市営業所

福井 No. 事業者名

近畿

三重県四日市市南小松町字西野山2670番地20

営業所名

住所

1 株式会社ミツノリ

輸送センター

福井県福井市花堂東1-11-15

2 福井口運送株式会社

本社営業所

福井県福井市長本町1106番地

3 ヤマト運輸株式会社

鯖江支店

福井県鯖江市東鯖江2-621-1

4 倉内運送有限会社

本社営業所

福井県鯖江市吉谷町141番地

5 株式会社林商運

本社営業所

福井県福井市西開発4-905

6 株式会社福栄倉庫

堀の宮営業所

福井県福井市堀の内1-608

7 中倉陸運株式会社

福井営業所

福井県福井市花堂南2丁目1109

8 東亜工運株式会社

本社営業所

福井県福井市江端町5字８番地

9 井上流通サービス株式会社

福井営業所

福井県福井市森田新保町8字堂ノ向26-1、24番
地、25番地、27番地1、福井市漆原町10-56

営業所名

住所

大阪営業所

大阪府摂津市鳥飼上4丁目２－３０

大阪 No. 事業者名
1 （株）ヤマザキ物流

京都 No. 事業者名
1 日通トランスポート（株）
2 （有）ヘッグ

兵庫 No. 事業者名

営業所名

住所

京都支店
本社

京都府京都市伏見区横大路千両松町１８１番地
京都府宇治市槙島町吹前２１

営業所名

住所

1 井阪運輸株式会社

西宮営業所

兵庫県西宮市西宮浜２－１０－１

2 井阪運輸株式会社

播磨営業所

兵庫県加古郡稲美町加古字北新田東６６２－２

3 キャリーシステム株式会社

姫路営業所

兵庫県姫路市白浜町字佐崎南１丁目７１番地１

4 神戸和光株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市長田区苅藻島町２－１－８

5 株式会社サン・トランスポート 本社営業所

兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－８

6 株式会社ショーゼン

本社営業所

兵庫県淡路市木曽下字西ノ久保１６２－３

7 大一倉庫株式会社

本社営業所

兵庫県姫路市神田町３－５

8 大光陸運株式会社

姫路営業所

兵庫県姫路市網干区浜田１５５５－３

9 白栄物流システム株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区住吉南町４丁目４番３３号

10 日置運送株式会社

本社営業所

兵庫県明石市大久保町谷八木字土林９１５－１

11 氷上運送有限会社

本社営業所

兵庫県丹波市氷上町氷上字下川３３９

12 福島運輸株式会社

本社営業所

兵庫県姫路市飯田４９１－７

13 陽神ロジテック株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字北横尾２３８－３７２

14 株式会社吉田組

本社営業所

兵庫県豊岡市小田井町８番３４号

営業所名

住所

1 ㈱川本カーゴ

本社営業所

奈良県橿原市一町１４８－５

2 明日香運送㈱

田原本営業所

奈良県磯城郡田原本町大字千代１０６５－１

奈良 No. 事業者名

滋賀 No. 事業者名

和歌山 No.

営業所名

住所

1 甲西陸運株式会社

本社営業所

滋賀県湖南市柑子袋２７８

2 セントラルロジコ株式会社

愛知川配送センター

滋賀県愛知郡愛荘町東円堂５３３番地５

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 シモハナ物流（株）

本社営業所

広島県安芸郡坂町横浜中央1丁目6-30

2 シモハナ物流（株）

広島北営業所

広島市安佐北区安佐町飯室6863-2

3 ヤマト運輸(株)

広島坂町支店

広島県安芸郡坂町北新地4丁目2-67

4 ヤマト運輸(株)

広島横川支店

広島市西区大芝2丁目18-16

5 ヤマト運輸(株)

広島可部支店

広島市安佐北区亀山7丁目2-7

6 ヤマト運輸(株)

広島祇園支店

広島市安佐南区祇園3丁目23-23

7 大竹双葉運輸(株)

本社営業所

大竹市港町2丁目5-1

8 (株)日立物流西日本

広島機工(営)広島機工係

広島市南区出島1丁目34-1

9 (有)阿吹運送店

本社営業所

福山市地吹町13-2

営業所名

住所

営業所名

住所

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

営業所名

住所

1 名鉄運輸株式会社

岡山支店

岡山市南区中畦８７９－１

2 日本通運株式会社

航空貨物センター

岡山市南区藤田５６６－１６２

3 日本通運株式会社

引越・美術品センター

岡山市北区下中野４２９－１

4 株式会社ヤマザキ物流

岡山営業所

総社市長良４－１０

5 両備トランスポート株式会社

岡山営業所

岡山市中区新築港９－４

山口 No. 事業者名

四国

営業所名

住所

1 マルチョー運輸有限会社

本社営業所

山口県下松市新川三丁目２－１５

2 萩森興産株式会社

美祢営業所

山口県美祢市伊佐町伊佐字寺ヶ浴４３４２－１

3 琴崎産業株式会社

本社営業所

山口県宇部市大字川上字上白石１３３－１

営業所名

住所

1 （株）四国レッグズ

本社営業所

香川県善通寺市中村町165-1

2 栄運送（株）

本社営業所

香川県高松市郷東町字東新開200-1

3 四国西濃運輸（株）

高松支店

香川県高松市鶴市町字相作80

4 四国西濃運輸（株）

坂出支店

香川県坂出市江尻町字江尻新開483-51

5 カトーレック（株）

高松営業所

香川県高松市朝日町5-5-1

営業所名

住所

本社営業所

徳島県徳島市津田海岸町６－５８

営業所名

住所

1 四国西濃運輸株式会社

今治支店

愛媛県今治市高橋字向甲１３９０－１

2 四国西濃運輸株式会社

大洲営業所

愛媛県大洲市阿蔵字スナダ甲９９０

3 四国西濃運輸株式会社

宇和島営業所

愛媛県宇和島市高串字上切３番耕地７８９－１

4 一宮運輸株式会社

物流センター今治営業所

愛媛県今治市富田新港１丁目１番地６

5 一宮運輸株式会社

松山営業所

愛媛県東温市田窪字水木１９３５－１

香川 No. 事業者名

徳島 No. 事業者名
1 サンキュー運輸株式会社

愛媛 No. 事業者名

6 森実タウンサービス有限会社 四国中央営業所

愛媛県四国中央市寒川町字神ノ木４７９３番

7 森実タウンサービス有限会社 今治営業所

愛媛県今治市阿方字山ノ間乙５５５

8 森実タウンサービス有限会社 松山営業所

愛媛県松山市西垣生町２１６６

9 STN物流株式会社

壬生川営業所

愛媛県西条市石田３６３番地３

10 日通愛媛運輸株式会社

本社営業所

愛媛県西条市ひうち字西ひうち６－１３

11 四国総合流通株式会社

本社営業所

愛媛県松山市西垣生町８０２－１０

12 伸栄産業株式会社

本社営業所

愛媛県今治市天保山町６丁目７－５

営業所名

住所

営業所名

住所

1 日本通運株式会社

九州重機建設支店

福岡県太宰府市都府楼南１丁目２番２号

2 有限会社九州北港運輸

本社営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町８８-６

高知 No. 事業者名
（該当なし）

九州

福岡 No. 事業者名

3 日鉄住金物流八幡株式会社 高圧ガス物流部

福岡県北九州市八幡東区枝光７４０-９

4 九州石井運輸株式会社

ひびき営業所

福岡県北九州市若松区向洋町２０-１

5 西日本急送株式会社

本社営業所

福岡県福岡市東区多の津１-１９-６

6 九州大栄陸運株式会社

本社営業所

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５-１-２４

7 株式会社鈴与カーゴネット九州 本社営業所

福岡県北九州市門司区新門司北２丁目５-２

8 有限会社北野運輸

本社営業所

福岡県久留米市東合川１-２-８

9 福岡倉庫株式会社

本社営業所

福岡県古賀市青柳３３５５-１０

10 宝栄運送株式会社

本社営業所

福岡県糟屋郡宇美町若草３丁目２-５

11 株式会社ジャパンエキスプレス 福岡支店

福岡県糟屋郡宇美町宇美猫石２４４７-８

12 アスミオ．株式会社

本社営業所

福岡県福岡市西区羽根戸高田１５９-４

13 株式会社安川トランスポート

行橋営業所

福岡県行橋市西泉３-１７４３

14 株式会社安川トランスポート

本社営業所

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－２

佐賀 No. 事業者名

営業所名

住所

1 福岡運輸株式会社

福岡支店

佐賀県三養基郡基山町大字長野９５７－１

2 ダイワ運輸株式会社

鳥栖営業所

佐賀県鳥栖市立石町字惣楽８６５－１

3 株式会社JA建設クリエイトさが 本所運送事業所

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字萩野３０４１－３

4 株式会社ロジコム

三神営業所

佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田１５９６－４、１５９６－５

5 有限会社小川運送

本社営業所

佐賀県佐賀市諸富町大字山嶺７４１－１

営業所名

住所

営業所名

住所

熊本支店営業所

熊本県熊本市東区小山３丁目２－３８

営業所名

住所

本社営業所

大分県大分市原川３－１－１５

営業所名

住所

長崎 No. 事業者名
（該当なし）

熊本 No. 事業者名
1 九州名鉄運輸株式会社

大分 No. 事業者名
1 三協通産株式会社

宮崎 No. 事業者名

1 宮崎物流サービス 株式会社 本社営業所

宮崎県宮崎市佐土原町松小路4番7

2 宮崎物流サービス 株式会社 都城営業所

宮崎県都城市神之山町1805

3 株式会社 ランテック

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原4316-1,4351

南九州支店

4 日本梱包運輸倉庫 株式会社 都城営業所

宮崎県都城市都北町7470-1

5 臼杵運送 株式会社

宮崎営業所

宮崎県日向市大字塩見字切通し13453-1,
13451-3,13449-4 ほか

営業所名

住所

1 ヤマト運輸株式会社

伊敷支店

鹿児島県鹿児島市伊敷6-5-2

2 ヤマト運輸株式会社

川内支店

鹿児島県薩摩川内市御陵下町3766-1･4

3 ヤマト運輸株式会社

串木野支店

鹿児島県いちき串木野市別府4113-1,4114-1

4 ヤマト運輸株式会社

薩摩吉野支店

鹿児島県鹿児島市川上町2535,2527-4,2536-2,2536-4

5 ヤマト運輸株式会社

伊集院支店

鹿児島県日置市伊集院町下神殿1915-1,1918,1919

6 ヤマト運輸株式会社

瀬戸内センター

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋1134-22-1

7 ヤマト運輸株式会社

国分支店

鹿児島県霧島市国分広瀬2-767-5,768-1･2

8 ヤマト運輸株式会社

伊佐支店

鹿児島県伊佐市大口里833-1,834-1

9 ヤマト運輸株式会社

横川支店

鹿児島県霧島市横川町中ノ3600-1

10 ヤマト運輸株式会社

枕崎支店

鹿児島県枕崎市明和町125,126

11 ヤマト運輸株式会社

南さつま支店

鹿児島県南さつま市加世田川畑11978-1,11980

12 ヤマト運輸株式会社

吹上センター

鹿児島県日置市吹上町中原3009-1

13 ヤマト運輸株式会社

谷山支店

鹿児島県鹿児島市南栄4-11-1

14 ヤマト運輸株式会社

高山支店

鹿児島県肝属郡肝付町前田3514-3･4,3515-1･2

15 ヤマト運輸株式会社

鹿屋東支店

鹿児島県鹿屋市旭原町3633-6,3635-2

16 ヤマト運輸株式会社

種子島支店

鹿児島県西之表市西之表16051-3

17 ヤマト運輸株式会社

指宿支店

鹿児島県指宿市西方1018-6

18 ヤマト運輸株式会社

隼人支店

鹿児島県霧島市隼人町松永1-33･34･35

19 ヤマト運輸株式会社

大隅支店

鹿児島県曽於市大隅町岩川7312-2･3,7313-3

20 ヤマト運輸株式会社

末吉センター

鹿児島県曽於市末吉町深川11214-1

21 ヤマト運輸株式会社

宮之城支店

鹿児島県薩摩郡さつま町船木172-1

22 ヤマト運輸株式会社

志布志支店

鹿児島県志布志市志布志町安楽2775-2

23 ヤマト運輸株式会社

田上支店

鹿児島県鹿児島市田上7-14-12

24 ヤマト運輸株式会社

中山支店

鹿児島県鹿児島市中山町774-1

25 ヤマト運輸株式会社

鹿児島ベイサイド支店

鹿児島県鹿児島市錦江町8-50

26 ヤマト運輸株式会社

阿久根支店

鹿児島県阿久根市折口4440-1･3,4469-1･2,4504-1･2

27 ヤマト運輸株式会社

出水支店

鹿児島県出水市今釜町1088,1089

28 ヤマト運輸株式会社

根占センター

鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南733-5

29 ヤマト運輸株式会社

大島南部支店

鹿児島県大島郡徳之島町亀津5547-4

30 ヤマト運輸株式会社

沖永良部センター

鹿児島県大島郡和泊町手々知名512-247

31 有限会社大姶良運送

本社営業所

鹿児島県鹿屋市田渕町1556-2

32 株式会社ユタカ産業

本社営業所

鹿児島県いちき串木野市大里5590-1・2

鹿児島 No.

事業者名

沖縄

No.

事業者名

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。

