平成29年度 Gマーク運輸局長表彰事業所
北海道 No. 事業者名
1 武田運輸 株式会社

営業所名

住所

北営業所

北海道札幌市東区北丘珠2条4丁目2番7号

2 日通札幌流通サービス 株式会社 白石営業所

北海道札幌市白石区流通センター7丁目5番1号

3 北海道北港運輸 株式会社

本社営業所

北海道千歳市泉沢1007-92

4 Ｆ－ＬＩＮＥ 株式会社

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

5 札幌通運 株式会社

札幌主管支店

北海道札幌市白石区流通センター5丁目1番10号

6 ホッコウ物流 株式会社

函館営業所

北海道北斗市追分3丁目1番14号

7 札樽自動車運輸 株式会社

函館支店

北海道函館市浅野町1番地1

8 北新港運 株式会社

本社営業所

北海道函館市浅野町5-3

9 ホクレン運輸 株式会社

旭川支店

北海道上川郡鷹栖町７線11号3番地

10 富良野通運 株式会社

上富良野営業所

北海道空知郡上富良野町栄町1丁目4806-5

11 富良野通運 株式会社

本社営業所

北海道富良野市朝日町13-6

12 協和トラック 株式会社

苫小牧営業所

北海道苫小牧市字沼ノ端18-19

13 ノーストランス 株式会社

苫小牧営業所

北海道苫小牧市新明町4丁目1-5

14 株式会社 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

15 札幌通運 株式会社

釧路支店

北海道釧路市星が浦南2丁目1番地18

16 札樽自動車運輸 株式会社

紋別営業所

北海道紋別市渚滑町元新5丁目45番地27

17 ホクレン運輸 株式会社

苫小牧支店

北海道苫小牧市真砂町36番地8

18 トヨタ輸送 株式会社

苫小牧営業所

北海道苫小牧市新明町4丁目1-5

営業所名

住所

1 大東運輸株式会社

本社営業所

岩手県一関市舞川字岩沢１１８

2 北星運輸株式会社

仙台営業所

宮城県仙台市若林区卸町東３－４－１４

3 結城運輸倉庫株式会社

秋田営業所

秋田県秋田市寺内後城２２－３２

東北 No. 事業者名

関東 No. 事業者名

営業所名

住所

1 西多摩運送 株式会社

西多摩警備センター

東京都昭島市拝島町３－２－２３

2 ケイヒン陸運 株式会社

大井営業所

東京都品川区八潮２－６－４

3 三港運輸 株式会社

本社営業所

東京都江東区辰巳３－７－２３

4 有限会社 大澤組

本社営業所

東京都港区海岸３－６－４３－２０３

5 千野運輸 株式会社

東京営業所

東京都品川区西五反田６－１５－１２

6 ケイヒン陸運 株式会社

本社営業所

東京都足立区綾瀬７－３－５

7 東京食料運輸 株式会社

本社営業所

東京都江東区辰己１－５－１０

8 澁澤陸運 株式会社

東京ターミナル

東京都国立市泉４－１７－３

9 信州名鉄運輸 株式会社

京浜支店

東京都大田区平和島２－１－１

10 日米産業 株式会社

本社営業所

東京都江戸川区臨海町４－２－１

11 東洋メビウス 株式会社

立川物流センター

東京都立川市柏町４－５９－１１ＫＴＤキョーワビル２階２０１

12 井阪運輸 株式会社

東京営業所

東京都江戸川区臨海町４－３－１

13 新寿堂運輸 株式会社

本社営業所

東京都江東区枝川２－１８－１０

14 京王運輸 株式会社

多摩営業所

東京都多摩市落合１－１２－２

15 吉澤運輸 株式会社

本社営業所

東京都江東区千石１－１０－１０

16 長井運送 株式会社

本社営業所

東京都港区芝浦１－３－３

17 中央通運 株式会社

東京ターミナル営業所

東京都品川区八潮３－３－２２

18 株式会社 山高運輸

本社営業所

東京都江戸川区瑞江４－５０－１７

19 大島運輸 株式会社

井草営業所

東京都杉並区上井草２－３４－２６

20 北港運輸 株式会社

相模原支店

神奈川県相模原市緑区大島３０３９

21 北港運輸 株式会社

横浜支店

神奈川県横浜市栄区田谷町１

22 トヨタ輸送関東 株式会社

横浜営業所

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２番地７４

23 大黒運輸 株式会社

本社営業所

神奈川県横浜市鶴見区大黒町２－５７

24 日本通運 株式会社

本牧物流センター事業所

神奈川県横浜市中区錦町１０

25 日本通運 株式会社

相模コンテナセンター

神奈川県中郡大磯町高麗３－４－１７ＪＲ相模貨物駅構内

26 日本通運 株式会社

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

27 株式会社 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

28 萬運輸 株式会社

横浜営業所

神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－５－３１

29 名鉄運輸 株式会社

横浜支店

神奈川県横浜市金沢区鳥浜１２－７０

30 株式会社 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

31 髙橋運送 株式会社

本社営業所

埼玉県所沢市亀ヶ谷５５－１

32 環境通信輸送 株式会社

北関東物流センター

埼玉県行田市若小玉１２０６－１

33 東日陸運 株式会社

本社営業所

埼玉県上尾市大字平方９５４－２

34 諏訪梱包運輸 株式会社

深谷営業所

埼玉県深谷市常盤町１

35 岡山県貨物運送 株式会社

所沢営業所

埼玉県入間郡三芳町大字上富字中東２７９－１

36 株式会社 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

37 株式会社 明和油送

本社営業所

埼玉県越谷市蒲生西町２－８－３－１０１

38 三鷹運送 株式会社

メヌマ事業所

埼玉県熊谷市妻沼西２－１７－２

39 熊谷通運 株式会社

広瀬川原支店

埼玉県熊谷市大字広瀬９６０－５

40 株式会社 栗原運輸

本社営業所

埼玉県さいたま市西区西大宮３丁目６２番地４５

41 ホンダ運送 株式会社

関東事業所 狭山センタ

埼玉県狭山市新狭山１－５－１１

42 株式会社 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１６７

43 日本通運 株式会社

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

44 大杉運輸倉庫 株式会社

本社営業所

群馬県館林市大字近藤町２５９－１

45 ヤタガワ物流サービス 株式会社 本社営業所

群馬県館林市下早川田町字北蓮河原３４１－２

46 日本通運 株式会社

群馬警送支店

群馬県前橋市南町３ー７６ー２４

47 日本運輸 株式会社

太田営業所

群馬県太田市西新町４４－１

48 日本運輸 株式会社

伊勢崎営業所

群馬県伊勢崎市三室町６２１４

49 大島倉庫運輸 有限会社

本社営業所

群馬県前橋市下大島町字芦原５７３

50 高陽運輸 株式会社

本社営業所

群馬県高崎市日高町字江田境甲１６３

51 札幌通運 株式会社

高崎支店

群馬県佐波郡玉村町箱石４０９

52 結城運輸倉庫 株式会社

群馬営業所

群馬県佐波郡玉村町樋越２１７－２

53 ヤクルトロジスティクス 株式会社 千葉営業所

千葉県四街道市和田１６６

54 株式会社 三榮千葉

千葉県千葉市中央区中央港２－５－６

千葉営業所

55 パスコ・ロジスティクス 株式会社 利根営業所

千葉県野田市中里宮ノ後２７６６－１

56 日酸運輸 株式会社

千葉営業所

千葉県千葉市稲毛区長沼町３０２

57 鎌形運送 有限会社

本社営業所

千葉県八街市八街に４８－２７

58 佐々木興業 株式会社

本社営業所

茨城県日立市相賀町１８－１

59 山桝運送 有限会社

本社営業所

茨城県日立市東滑川町５－６－５

60 株式会社 日立物流

日立重電営業所

茨城県日立市河原子町１－５

61 環境通信輸送 株式会社

東関東物流センター

茨城県牛久市福田町字向原２０１２－２６４

62 結城運輸倉庫 株式会社

鹿島営業所

茨城県神栖市知手６３６５

63 株式会社 ＪＫトランス

鹿島営業所

茨城県神栖市横瀬９３５－１

64 名鉄運輸 株式会社

小山支店

栃木県小山市大字梁字中原２３３３－１５

65 王子陸運 株式会社

宇都宮営業所

栃木県宇都宮市下田原町３５０６－７

66 田中興運 株式会社

真岡営業所

栃木県真岡市勝瓜字屋敷北２４５－１０

67 株式会社 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

68 甲府通運 株式会社

田富営業所

山梨県中央市山之神流通団地３２１１－１４

69 日本通運 株式会社

山梨支店山梨自動車事業所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８４７－１

北陸 No. 事業者名
信越
1 マルソー株式会社

営業所名

住所

新潟巻東ＳＬＣ

新潟県新潟市西蒲区打越字焼野丙１６０番地１

2 マルソー株式会社

三条営業所

新潟県三条市大字月岡字綾ノ前２７８３－１

3 丸喜重量運輸株式会社

本社営業所

新潟県三条市大字福島新田６８１

4 東洋メビウス株式会社

あずみ野支店

長野県東筑摩郡山形村８２２８

5 東海西濃運輸株式会社

長野支店

長野県須坂市大字福島字雁土橋３６１－１

6 株式会社パワード・エル・コム 松本営業所

長野県松本市大字笹賀７６００番地４１

7 アート梱包運輸株式会社

本社営業所

長野県東御市八重原３５１０－１

8 北陸トナミ運輸株式会社

富山営業所

富山県中新川郡上市町中青出１１１－１

9 北陸トラック運送株式会社

富山営業所

富山県富山市八町東４０４番地

10 若松梱包運輸倉庫株式会社 本社営業所

石川県白山市宮永町２８４８

11 日本通運株式会社

金沢支店国際物流センター

石川県金沢市湊３丁目５－２

12 日本通運株式会社

金沢支店高柳物流事業所

石川県金沢市高柳町１字１５－１

13 日本通運株式会社

小松支店重機引越センター

石川県小松市下牧町イ１，２，３，４、己８１，８２，８３，８４－１

14 上田運輸株式会社

本社営業所

石川県小松市工業団地１丁目６８番地

15 株式会社大崎

金沢営業所

石川県金沢市湊１丁目９３番６

中部 No. 事業者名

営業所名

住所

1 愛知車輌興業 株式会社

本社営業所

愛知県名古屋市南区星崎1丁目10番地

2 株式会社 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 株式会社

祖父江営業所

愛知県稲沢市祖父江町祖父江外平150-3

4 吉正運輸倉庫 株式会社

一宮営業所

愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野52

5 吉正運輸倉庫 株式会社

小牧営業所

愛知県小牧市村中膝子982-1

6 越秀運輸倉庫 株式会社

平田営業所

愛知県名古屋市西区新木町97-5

7 松栄運輸 株式会社

本社営業所

愛知県安城市安城町城堀13-4

8 鈴與自動車運送 株式会社

豊橋営業所

愛知県豊橋市明海町2-26

9 株式会社 辰巳商会

名古屋営業所

愛知県名古屋市港区十一屋2-155

10 知多通運 株式会社

本社営業所

愛知県東海市大田町33-2、3

11 中京陸運 株式会社

藤前営業所

愛知県名古屋市港区藤前三丁目705番地

12 中京陸運 株式会社

名港西営業所

愛知県弥富市楠二丁目48番地

13 中京陸運 株式会社

弥富営業所

愛知県海部郡飛島村大宝七丁目27番地

14 中京陸運 株式会社

湾岸営業所

愛知県弥富市楠二丁目54番地

15 ＴＢ物流サービス 株式会社

大口営業所

愛知県丹羽郡大口町上小口3丁目201番地

16 ＴＢ物流サービス 株式会社

高岡営業所

愛知県豊田市大島町前畑1-1

17 巴運輸 株式会社

豊明営業所

愛知県豊明市沓掛町前田6-1

18 名古屋東部陸運 株式会社

篠原営業所

愛知県豊田市篠原町敷田37-6

19 株式会社 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

20 株式会社 まるかわ運輸

愛知県豊橋市豊清町字篭田50番地の3

本社営業所

21 株式会社 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

22 恵武急便 有限会社

本社営業所

岐阜県恵那市武並町竹折字国集1637-3

23 阿倉川運送 株式会社

四日市営業所

三重県四日市市内堀町字東浦277-15、16、17

24 ホンダ運送 株式会社

中部事業所 鈴鹿センター

三重県鈴鹿市国府町字石丸7753

25 三糧輸送 株式会社

四日市営業所

三重県四日市市曙町7番7号

26 株式会社 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

27 濃飛西濃運輸 株式会社

福井支店

福井県福井市林藤島町16字小米田8番

28 川﨑物流 株式会社

本社春江倉庫

福井県坂井市春江町西太郎丸第21字1-2

近畿 No. 事業者名

営業所名

住所

1 丸一運輸株式会社

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

2 上田運輸株式会社

本社営業所

大阪府堺市神南辺町1丁3番地の3

3 佃運輸株式会社

本社営業所

大阪府大阪市西淀川区佃1-1-60

4 大阪石油工運株式会社

本社営業所

大阪府高石市高砂2-1

5 大洋輸送株式会社

本社営業所

大阪府大阪市住之江区平林南1-1-7

6 株式会社マツダ運輸大阪

本社営業所

大阪府堺市西区築港新町3丁38番地

7 関西海運株式会社

本社営業所

大阪府大阪市大正区小林西1-25-13

8 株式会社樋口物流サービス

本社営業所

大阪府東大阪市本庄1丁目12番10号

9 株式会社山中運輸

本社営業所

大阪府大阪市城東区永田2-8-2

10 大阪三興物流株式会社

東大阪営業所

大阪府東大阪市菱江2丁目1

11 新三興物流株式会社

吹田営業所

大阪府吹田市岸部中2-17-1

12 一宮運輸株式会社

大阪営業所

大阪府東大阪市池島町8-1-45

13 日通京都運輸株式会社

本社営業所

京都府京都市伏見区横大路千両松町98-1

14 京都三興物流株式会社

本社

京都府京都市伏見区中島中道町9-1

15 愛知車輌興業株式会社

大阪営業所

兵庫県川西市東久代1-331-10

16 ケイヒン陸運株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区向洋町西2-1

17 酸和運送株式会社

兵庫営業所

兵庫県尼崎市中浜町1番8

18 株式会社三和総業

本社営業所

兵庫県尼崎市西高洲町26番1号

19 株式会社シキトウサービス

本社営業所

兵庫県姫路市飾東町八重畑字長這９７３－１

20 第一運輸作業株式会社

本社営業所

兵庫県西宮市西宮浜2丁目11番地1

21 台新商運株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市東灘区深江浜町161番地

22 株式会社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字左崎南1-69

23 龍野運送株式会社

龍野営業所

兵庫県たつの市龍野町片山477-1

24 都宝産業株式会社

滝野営業所

兵庫県加東市下滝野1丁目132-2-101

25 和光運輸株式会社

本社営業所

兵庫県神戸市長田区苅藻島町2-1-8

26 奈良郵便輸送株式会社

奈良営業所

奈良県奈良市七条町2-4,9-1,10,11

27 奈良郵便輸送株式会社

中和営業所

奈良県高市郡高取町観覚寺725

28 奈相流通株式会社

本社営業所

奈良県天理市櫟本町3200

29 ジェイ・ネット株式会社

本社営業所

奈良県天理市南六条町122番地1

30 日通奈良運輸株式会社

橿原営業所

奈良県橿原市忌部町181

31 株式会社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

32 センコー株式会社

湖東車輌センター

滋賀県東近江市北花沢町小字百々53

中国 No. 事業者名

営業所名

住所

1 瀬野川産業株式会社

広島営業所

広島市安芸区上瀬野１丁目１７－１２

2 有限会社カツギキューソー

本社営業所

広島市安佐北区可部町大字勝木６８４－７

3 備後通運株式会社

広島支店

広島市中区光南６丁目２－３５

4 大西運輸株式会社

本社営業所

広島市南区元宇品町３－５

5 北港運輸株式会社

広島支店

広島市安佐南区伴南２丁目３－１３

6 備後通運株式会社

福山国際輸送支店

福山市箕島町４８４－２５

7 株式会社仲岡運輸

本社営業所

新見市草間８９４６

8 北港運輸株式会社

岡山支店

高梁市成羽町成羽２９０１

9 愛知車輌興業株式会社

岡山営業所

倉敷市南畝７－３６３

10 株式会社平松運輸

高梁営業所

高梁市松山２９７－１

11 守永運輸株式会社

水玉営業所

倉敷市玉島乙島６６３０－１

12 日本通運株式会社

岡山支店コンテナ事業所

岡山市北区野田４－１－９０

13 一宮運輸株式会社

大阪支店岡山営業所

岡山市東区西大寺金岡１３５５－１

営業所名

住所

本社営業所

徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓１９－１

四国 No. 事業者名
1 一森運送株式会社

2 徳島トラフィックサービス株式会社 本社営業所

徳島県徳島市東沖洲２－２７－４

3 有限会社伸弘運送

本社営業所

香川県丸亀市群家町字重元１０４６

4 ホンダ運送株式会社

中四国事業所坂出センター

香川県坂出市林田町４２８５－３１０

5 一宮運輸株式会社

新居浜営業所

愛媛県新居浜市多喜浜6丁目8－３３

6 城北運送株式会社

本社営業所

愛媛県松山市太山寺町８５０番地

7 ダイオーロジスティクス株式会社 本社営業所

愛媛県四国中央市三島朝日1丁目11番45号

8 株式会社トーショー

今治営業所

愛媛県今治市富田新港1丁目１－８

9 南流勢運輸株式会社

本社営業所

愛媛県四国中央市寒川町４０１８－６

10 渡辺興業株式会社

松山営業所

愛媛県伊予郡砥部町八倉１２１

11 秦泉寺運送株式会社

本社営業所

高知県高知市五台山３９８３－２

営業所名

住所

1 玄海産業株式会社

新門司営業所

福岡県北九州市門司区新門司北１-６-８

2 玄海産業株式会社

本社営業所

福岡県北九州市小倉北区西港町９-１３

九州 No. 事業者名

3 株式会社ベスト・トランスポート 九州営業所

福岡県糟屋郡新宮町美咲１丁目５番５１号

4 吉川貨物自動車運送有限会社 本社営業所

福岡県八女市広川町一條牟田１２１１-１、５

5 株式会社石松商会

本社営業所

福岡県北九州市若松区南二島２丁目７-５

6 株式会社コウノ運輸

本店営業所

福岡県古賀市新原９２９番地４

7 谷口運輸株式会社

本社営業所

福岡県田川市弓削田外和田１１８２、１１８３

8 内田運輸株式会社

佐賀営業所

佐賀県伊万里市南波多町大曲字辻４２６

9 西松浦通運株式会社

佐賀営業所

佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本松２５６－１

10 久留米運送株式会社

諫早店

長崎県諫早市貝津町１２８２番１６

11 株式会社ニッコン九州

熊本営業所

熊本県菊池郡大津町平川字平出３５６４

12 フクワ物流株式会社

本社営業所

熊本県上益城郡益城町広崎１５８６－９

13 津埜運送株式会社

本社営業所

熊本県阿蘇郡小国町下城４００－２

14 株式会社辰巳商會

大分営業所

大分県大分市日吉原１－２９

15 久留米運送株式会社

宮崎支店

宮崎県宮崎市阿波岐原町坊ノ下2864

16 センコープランテック株式会社 大武機工営業所

宮崎県延岡市大武町39番地25

17 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３６０－２１

18 内田運輸株式会社

鹿児島営業所

鹿児島県姶良市蒲生町下久徳９０８－１

営業所名

住所

沖縄 No. 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。

