
平成30年度　Gマーク支局長表彰事業所

No. 事業者名 営業所名 住所
1 大同運輸株式会社 本社営業所 北海道小樽市手宮1丁目3-1 
2 全日本ライン株式会社 札幌営業所 北海道札幌市東区東雁来9条3丁目2番20号

3 新洋運送株式会社 本社営業所 北海道小樽市築港50-15
4 佐川急便株式会社 札幌北営業所 北海道札幌市西区八軒10条西10丁目1番20号

5 札樽自動車運輸株式会社 札幌中央支店 北海道札幌市中央区北2条東16丁目2-1

6 札樽自動車運輸株式会社 札幌西支店 北海道札幌市西区発寒17条13丁目937-1 

7 札樽自動車運輸株式会社 小樽営業所 北海道小樽市築港50-24
8 札樽自動車運輸株式会社 滝川営業所 北海道砂川市空知太西1条4丁目103-3 

9 開発運輸建設株式会社 大谷地営業所 北海道札幌市白石区流通センター5-2-10 

10 北海道東北名鉄運輸株式会社 札幌支店 北海道札幌市白石区川北2246番3
11 武田運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市東区北丘珠2条4-2-7 
12 有限会社北新物流 本社営業所 北海道樺戸郡新十津川町字弥生3番地7、3番地15

13 エア・ウォーター物流株式会社 発寒営業所 北海道札幌市西区発寒15条13丁目2番30号

14 札幌共配物流株式会社 本社営業所 北海道札幌市西区発寒13条14丁目1078-1

15 株式会社丸日日諸産業 石狩新港支店 北海道石狩市新港西1-700-9
16 中村運送株式会社 本社営業所 北海道札幌市白石区米里1条4-3-45

17 花王ロジスティクス株式会社 石狩営業所 北海道石狩市新港南2丁目718-6
18 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター5-5-18 

19 SBSフレックネット株式会社  札幌営業所 北海道札幌市東区苗穂町6丁目1-2
20 北海道フーズ輸送株式会社  本社営業所 北海道札幌市西区発寒8条11丁目2番43号

21 サッポロ流通システム株式会社 北海道営業所 北海道恵庭市戸磯542-1
22 日通小樽運輸株式会社 本社営業所 北海道小樽市色内3丁目11番4号
23 株式会社環商事 本社営業所 北海道美唄市東6条北5-3-1
24 株式会社環商事 札幌支店 北海道札幌市北区新川西2条1丁目4-15 

25 広野運輸株式会社 本社営業所 北海道江別市角山428-3
26 日本通運株式会社 北海道警送支店札幌警送事業所 北海道札幌市中央区北2条東11丁目23番地21 

27 ホッコウ物流株式会社 札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター5丁目2-13 

28 株式会社シズナイロゴス 札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター7丁目8-21 

29 株式会社サツイチ 札幌流通センター営業所   北海道札幌市白石区流通センター5丁目227-166   

30 株式会社共立空輸 本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター2丁目6番6号 

31 日栄運輸株式会社 本社営業所 北海道石狩市新港西1丁目777-3 
32 株式会社ロジパルエクスプレス 札幌営業所 北海道札幌市白石区米里3条3-5-15

No. 事業者名 営業所名 住所
1 大立運輸株式会社 函館営業所 北海道亀田郡七飯町字峠下70番18 
2 キョーツー株式会社 本社営業所 北海道北斗市追分3丁目2番8号
3 ヤマカ運輸株式会社 本社営業所 北海道函館市高松町505番地12
4 ヤマダイ大作運輸株式会社 本社営業所 北海道北斗市七重浜1丁目8番1号
5 札樽自動車運輸株式会社 八雲営業所 北海道二海郡八雲町立岩71-13
6 日通ガスサポート株式会社 本社営業所 北海道亀田郡七飯町中島208番地1

No. 事業者名 営業所名 住所
1 堀口運輸株式会社 本社営業所 北海道留萌市末広町1丁目1番28号 
2 日本通運株式会社 旭川警送事業所 北海道旭川市宮下通1丁目23番地1 
3 日新運輸株式会社 本社営業所 北海道旭川市永山北2条8丁目19-4 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社田湯産業 本社営業所 北海道日高郡新ひだか町静内末広町3丁目20-1

2 株式会社北海物流サービス　 苫小牧営業所 北海道苫小牧市柏原6-304
3 日正運輸株式会社 北海道営業所 北海道苫小牧市字勇払279-15
4 旭新運輸株式会社 本社営業所 北海道苫小牧市字勇払149-10
5 胆西運輸株式会社 伊達営業所 北海道伊達市弄月町67
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6 岩倉海陸運輸株式会社 本社営業所 北海道苫小牧市新明町3丁目5-9 
7 株式会社ブルーハイウェイエクスプレス北海道 本社営業所 北海道苫小牧市晴海町43-51

No. 事業者名 営業所名 住所
1 松岡満運輸株式会社 釧路支店 北海道釧路市鳥取南6丁目1番3号
2 北海道福山通運株式会社 釧路支店 北海道釧路市星が浦大通5丁目3番9号

3 北海道車輌運送株式会社 釧路営業所 北海道釧路市星が浦南2丁目7番3号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヤマト運輸株式会社 道東主管支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線18-101

2 ヤマト運輸株式会社 音更支店 北海道河東郡音更町木野大通東13丁目4番6

3 ヤマト運輸株式会社 十勝清水センター 北海道上川郡清水町字清水729-5
4 ヤマト運輸株式会社 十勝南支店 北海道帯広市大通南26丁目14
5 ヤマト運輸株式会社 帯広支店 北海道帯広市西8条南9丁目17 
6 ヤマト運輸株式会社 十勝東支店 北海道中川郡池田町利別本町22 
7 ヤマト運輸株式会社 帯広南支店 北海道帯広市西10条南34丁目1-25 
8 ヤマト運輸株式会社 広尾センター 北海道広尾郡広尾町並木通西3丁目48

9 ヤマト運輸株式会社 十勝北支店 北海道足寄郡足寄町南7条1丁目41 
10 三ッ輪物流株式会社 帯広支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線13-57

11 株式会社大樹貨物 本社営業所 北海道広尾郡大樹町字下大樹185-3

No. 事業者名 営業所名 住所
1 エア・ウォーター物流(株) 美幌営業所 北海道網走郡美幌町字高野104-27
2 エア・ウォーター物流(株) 紋別営業所 北海道紋別市元紋別120番2
3 ヤマト運輸(株) 斜里センター 北海道斜里郡斜里町光陽町４３番１
4 ヤマト運輸(株) 常呂センター 北海道北見市常呂町字土佐43-4,43-6

No. 事業者名 営業所名 住所
（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ムサシ物流 盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目２番２号 

2 イチミヤ物流サービス株式会社 本社営業所 岩手県奥州市水沢卸町２－１ 
3 キューソーティス株式会社 北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－５４ 
4 株式会社ヤマガタ 北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－６６ 
5 一関配送株式会社 本社営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字新井田１１－４ 

6 伊東運送株式会社 本社営業所 岩手県一関市大東町曽慶字神蔭２５－３ 

7 伊東運送株式会社 平泉営業所 西磐井郡平泉町平泉字高田１３０－２ 

8 岩手雪運株式会社 花巻営業所 岩手県花巻市石神町７７番地３
9 株式会社及川運送 本社営業所 岩手県奥州市水沢姉体町字山居６１－１ 

10 株式会社ホクリョウ物流 本社営業所 岩手県滝沢市大釜風林３－２９ 
11 ヨコウン株式会社 北上営業所 岩手県北上市流通センター１０番２０号

No. 事業者名 営業所名 住所
（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 秋田港北トラック株式会社 本社営業所 秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４４ 

2 近物レックス株式会社 能代営業所 秋田県能代市扇田字扇渕４番１４ 
3 近物レックス株式会社 横手営業所 秋田県横手市柳田字笹崎３５１ 
4 六郷小型貨物自動車運送株式会社 秋田営業所 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５３－８

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社バイタルエクスプレス 村山　営業所 山形県東根市神町西１丁目３番２０号 
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No. 事業者名 営業所名 住所
（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヤクルトロジスティクス　株式会社 八王子営業所 東京都八王子市石川町２９６９－３
2 大出運輸　株式会社 本社営業所 東京都足立区東伊興１－１－２６
3 石黒物流　株式会社 本社 東京都大田区城南島２－９－１１
4 竹内運輸工業　株式会社 瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字山下２７１

5 多摩運送　株式会社 府中支店 東京都府中市栄町３－６
6 多摩運送　株式会社 八王子営業所 東京都八王子市北野町６００ 
7 多摩運送　株式会社 国立営業所 東京都国立市泉１－１１－６
8 新聞輸送　株式会社 日本経済新聞営業所 東京都江東区東雲１－１０－５
9 新聞輸送　株式会社 中日新聞営業所 東京都港区芝浦４－１６－２７
10 名鉄運輸　株式会社　 足立支店 東京都足立区入谷６－１－１
11 日本通運　株式会社 航空事業支店国内貨物特輸部 東京都大田区京浜島３－５－５ 
12 アルプス運送　有限会社 本社営業所 東京都八王子市東浅川町５５６－５１
13 東京ユニオン物流　株式会社 本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－１００－２

14 株式会社　まるすぎ 本社営業所 東京都世田谷区喜多見１－２９－７
15 有限会社　田村運輸部 本社 東京都江東区白河３－１－１１
16 株式会社　皆木運輸倉庫 本社営業所 東京都足立区入谷８－９－３
17 カトーレック　株式会社 東京営業所 東京都江東区枝川２－８－７
18 日本郵便輸送　株式会社 目黒営業所 東京都目黒区下目黒５－１８－１７
19 名鉄運輸　株式会社　 葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 
20 奥住運輸　有限会社 本社 東京都青梅市藤橋３－１８－１４
21 株式会社　サカイ引越センター 国立支社 東京都国立市青柳１－３０－１８
22 株式会社　竹鼻運送 本社 東京都足立区栗原３－１０－１９－４０２

23 株式会社　デジタル・エキスプレス 本社営業所 東京都清瀬市中里３－１７２４
24 株式会社　金原運送店 本社営業所 東京都荒川区南千住３－２３－１２
25 株式会社　入船物流システム 本社営業所 東京都台東区松が谷４丁目１番１２号

26 鈴與自動車運送　株式会社 京浜営業所 東京都大田区城南島２－９－１４
27 日本通運　株式会社 東京引越支店　引越事業所 東京都大田区本羽田３－２０－２０
28 パスコ・ロジスティクス　株式会社 多摩営業所 東京都立川市泉町９３５
29 立川運送　株式会社 本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－４－９，１０

30 株式会社　ヒサゴサービス 本社営業所 東京都板橋区東坂下１－１８－２
31 株式会社　美喜運輸 本社営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡１－１４－３

32 名鉄運輸　株式会社　 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 東京トラック運送　株式会社 戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２４９５－１

2 東京トラック運送　株式会社 小田原支店 神奈川県足柄上郡開成町吉田島３５３２

3 杉崎運輸　株式会社 小田原営業所 神奈川県小田原市桑原５７０
4 味の素物流　株式会社 厚木営業所 神奈川県厚木市恩名１－５－９
5 味の素物流　株式会社 東扇島第一低温営業所 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７－１０

6 株式会社　阿部興業 本社営業所 神奈川県横浜市金沢区福浦２丁目１１－１

7 丸一輸送興業　株式会社 本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－９

8 株式会社　ジェーラインエクスプレス 伊勢原営業所 神奈川県伊勢原市下落合字餅田３０３－１４

9 中外陸運　株式会社 本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町１－１－４

10 丸駒運輸　株式会社 本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－１１
11 株式会社　上神谷運送厚木 本社営業所 神奈川県厚木市上依知１０８６
12 王子陸運　株式会社 横浜営業所 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町１６－２、３

13 八洲フォワーディング　株式会社 本社営業所 神奈川県横浜市神奈川区菅田町２４６０

14 アサヒ通運　株式会社 東京営業所 神奈川県相模原市南区麻溝台６－１３－１１－２０１号

15 株式会社　大平興業舎 本社営業所 神奈川県川崎市川崎区扇町５３
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16 井阪運輸　株式会社 神奈川営業所 神奈川県厚木市酒井３１４０－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 石田運送　株式会社 春日部本社営業所 埼玉県春日部市豊野町２－１１－１
2 有限会社　飯能清掃センター 本社営業所 埼玉県飯能市南町１３－５
3 アサミ梱包　有限会社 本社営業所 埼玉県入間市大字中神４８０－３
4 株式会社　宮岡運輸 日高営業所 埼玉県日高市大字森戸新田１２６１－１

5 株式会社　ＮＢＳロジソル 東京支社東京営業所 埼玉県越谷市流通団地４－１－１０
6 コカ・コーラボトラーズジャパン　株式会社 吉見営業所 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷与代９４３－１

7 株式会社　旭運輸 本社営業所 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重２１１－１

8 丸一共通運送　株式会社 川越営業所 埼玉県川越市問屋町４－２
9 株式会社　オーネックスライン 埼玉営業所 埼玉県比企郡滑川町大字月輪２２４－４

10 板橋運送　株式会社 戸田営業所 埼玉県戸田市美女木２－３０－１
11 東京鉄鋼運輸　株式会社 本社営業所 埼玉県春日部市大字不動院野２５０３－１

12 大坂屋運送　株式会社 川口営業所 埼玉県川口市東領家４－１１－５
13 株式会社　ヤマガタ 東京営業所 埼玉県戸田市大字美女木４－２１－２７

14 直販配送　株式会社 久喜センター 埼玉県久喜市清久町４９－２
15 株式会社　三津穗 本社営業所 埼玉県富士見市水谷東１－２６－５
16 有限会社　田村運輸部 川越営業所 埼玉県川越市大字笠幡上野字３７８５－１

17 株式会社　錦江 本社営業所 埼玉県三郷市新和５－６９－２
18 ＳＧムービング　株式会社 北関東営業所 埼玉県三郷市インター南１丁目４番地２　４階

19 日本ロジテム　株式会社 川口営業所 埼玉県川口市領家５－６－１１
20 湘南物流　株式会社 さいたま営業所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２４４－１７

21 ノーヒ・ロジテック関東　株式会社 川越営業所 埼玉県川越市芳野台３－５－１
22 ノーヒ・ロジテック関東　株式会社 本社営業所 埼玉県戸田市南町６番２８
23 株式会社　サカイ引越センター 越谷支社営業所 埼玉県越谷市谷中町２－７
24 熊谷通運　株式会社 上尾支店 埼玉県上尾市東町２－１－２０
25 レンゴーロジスティクス　株式会社 八潮流通センター 埼玉県八潮市南後谷６９－４
26 熊谷通運　株式会社 熊谷コンテナ支店 埼玉県熊谷市大字久保島１０８４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社矢野テック 本社営業所 群馬県みどり市笠懸町久宮１１５－７
2 関東西濃運輸株式会社 前橋支店 群馬県前橋市飯土井町４００－３
3 群酒輸送株式会社 本社営業所 群馬県渋川市金井２９７－３
4 永井運輸株式会社 力丸営業所 群馬県前橋市力丸町４７１
5 関東西濃運輸株式会社 高崎支店 群馬県安中市板鼻１６－１
6 金田運輸株式会社 本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字上茂木４２１－１

7 新町運送有限会社 本社営業所 群馬県高崎市上滝町２－３
8 南毛運送株式会社 本社営業所 群馬県藤岡市上大塚１３７６－１
9 株式会社新共ロジテム 本社営業所 群馬県佐波郡玉村町大字板井１６９－１

10 名鉄運輸株式会社　 太田支店 群馬県太田市安養寺町２３６－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 長嶋運送　株式会社 本社営業所 千葉県香取市新里１３３１－１
2 イーグル貨物運輸　株式会社 本社営業所 千葉県船橋市日の出１－１－４
3 中央通運　株式会社 境営業所 千葉県野田市関宿台町東特定土地区画整理事業地内２街区５画地

4 千葉ケミカル輸送　株式会社 本社営業所 千葉県千葉市美浜区新港６３－２
5 株式会社　サンキュウ・トランスポート・東日本 千葉営業所 千葉県市原市玉前西３－４－２４
6 株式会社　サンキュウ・トランスポート・東日本 君津営業所 千葉県富津市新富８７－３
7 株式会社　習志野トラックセンター 本社営業所 千葉県習志野市茜浜１－１０－１
8 マルトミ運送　株式会社 本社営業所 千葉県千葉市中央区末広４－１５－１３

9 株式会社　金谷商運 浦安営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り２－２－９
10 株式会社　ウイングエキスプレス 成田空港営業所 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１３４０－１１

11 株式会社　近鉄トランステック 関東オペレーションセンター 千葉県松戸市高塚新田字内野３５０番１０

12 日本通運　株式会社 千葉東支店 千葉県佐倉市大作１－８－７

千葉

関東
埼玉

群馬



13 三八五流通　株式会社 松戸営業所 千葉県松戸市上本郷字四敏田２１６
14 株式会社　日本空港ロジテム 成田営業所 千葉県成田市吉岡７０９－９

No. 事業者名 営業所名 住所
1 土浦通運　株式会社 　コンテナ営業所 茨城県土浦市有明町２－４１
2 東雪運輸　株式会社 　水戸営業所 茨城県水戸市笠原町１４４２－２０
3 光洋運輸　株式会社 　日立営業所 茨城県那珂郡東海村照沼字渚７６８－４５

4 日通つくば運輸　株式会社 　本社営業所 茨城県つくば市谷田部３３５７－１
5 カトーレック　株式会社 　筑波営業所 茨城県つくばみらい市台字萩砂８０１
6 三ツ輪物流　株式会社 　水戸支店 茨城県ひたちなか市大字高場字房田2634番1

7 日鉄住金物流鹿島　株式会社 　鹿島営業所 茨城県鹿嶋市大字光３番地
8 株式会社　丸羽ロジテック 　本社営業所 茨城県ひたちなか市田彦１２１０－４８

9 株式会社　昭運 　本社営業所 茨城県猿島郡五霞町大字冬木１７８－１

10 株式会社　丸運トランスポート東日本 　鹿島支店鹿島営業所 茨城県神栖市砂山２８３１－２３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社東洋陸送社 栃木営業所 栃木県河内郡上三川町大字西汗１７６６－４７

2 大坂屋運送株式会社 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市清原工業団地２１－２

3 嶋田運送株式会社 本社営業所 栃木県日光市大室５７７
4 石原運輸株式会社 本社営業所 栃木県下野市下古山３３２２－４
5 北関東広運株式会社 本社営業所 栃木県宇都宮市平出町３７８６－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社大月陸送 甲府営業所 山梨県笛吹市八代町北２１８８－１
2 峡西運送有限会社 本社営業所 山梨県南アルプス市飯野３６２８－６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 三福運輸株式会社 本社営業所 新潟県新発田市横岡１１６６－２
2 株式会社カネコ物流 東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－４０

3 株式会社丸五急送 本社営業所 新潟県五泉市大字赤海８７２－１
4 新潟王子運送株式会社 三条営業所 新潟県三条市栄荻島１９９１－１
5 日本通運株式会社 新潟物流事業所 新潟県新潟市西区的場流通１丁目３番地１２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 諏訪梱包運輸　株式会社 上田営業所 長野県上田市秋和３２３－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ナチロジスティクス 富山 富山県富山市公文名１－１
2 北陸ロジスティクス株式会社 砺波LC 富山県砺波市東保１２０１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 竹原運輸 株式会社 羽咋営業所 石川県羽咋市大町ロ２３
2 有限会社 北陸建運 本社営業所 石川県かほく市七窪タ６８－１
3 株式会社 ユニホック 本社営業所 石川県能美市岩内町１番地３
4 有限会社 コーケンサービス 本社営業所 石川県金沢市無量寺２丁目９２番地
5 株式会社 東崎倉庫運輸 本社営業所 石川県小松市佐美町２２５－２
6 大森建設運輸 株式会社 本社営業所 石川県金沢市京町５５７
7 株式会社 田内運輸 本社営業所 石川県金沢市北森本町へ３２－１
8 水口運送 株式会社 本社営業所 石川県鹿島郡中能登町徳前ゐ部２７番地

No. 事業者名 営業所名 住所
1 丸全中部物流株式会社 名古屋 愛知県名古屋市中川区東起町２丁目８－１

2 株式会社東海産業 本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前４丁目５１８
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3 濃飛倉庫運輸株式会社 富船輸送センター営業所 愛知県名古屋市中川区富船町２丁目１

4 株式会社サンワネッツ 豊川営業所 愛知県豊川市伊奈町野川２４－５
5 名鉄運輸株式会社 豊橋支店 愛知県豊川市本野ケ原３－６３
6 味の素物流株式会社 小牧低温営業所 愛知県小牧市本庄南浦１０４１－３
7 豊商運株式会社 豊田営業所 愛知県豊田市竜神町桃山１０
8 丸久運輸株式会社 本社営業所 愛知県一宮市千秋町町屋字五反畑２２

9 株式会社速水運輸 本社営業所 愛知県春日井市美濃町３丁目６３
10 横山運輸株式会社 本社営業所 愛知県瀬戸市本郷町６９４－３
11 株式会社内山 本社営業所 愛知県豊田市浄水町原山１－１０１
12 日東運送株式会社 本社営業所 愛知県瀬戸市苗場町８５－１
13 鬼頭運輸倉庫株式会社 西春営業所 愛知県北名古屋市山之腰天神東１０８

14 株式会社ヤマザキ物流 安城営業所 愛知県安城市二本木新町１－８－６
15 森実運輸株式会社 名古屋支店 愛知県江南市村久野町平河１１２
16 名鉄運輸株式会社 大口流通支店 愛知県丹羽郡大口町中小口４丁目１０

No. 事業者名 営業所名 住所
1 松浦梱包輸送株式会社 大井川営業所 静岡県焼津市飯淵字中区１３７０
2 松浦梱包輸送株式会社 引佐営業所 静岡県浜松市北区細江町中川字郷田１６５７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 濃飛西濃運輸株式会社 郡上八幡営業所 岐阜県郡上市八幡町稲成カイツ田４２９－１２

2 日通多治見運輸株式会社 本社営業所 岐阜県可児市土田字往還北２５４６－９３

3 日通多治見運輸株式会社 中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川字中垣外１６４２－１０２

4 日通多治見運輸株式会社 多治見営業所 岐阜県多治見市住吉町５丁目３４
5 多治見通運株式会社 多治見営業所 岐阜県多治見市小泉町１丁目２１－１

6 濃飛倉庫運輸株式会社 関営業所 岐阜県関市倉知字四反田２４９８－１
7 岐阜梱包株式会社 本社営業所 岐阜県揖斐郡大野町大字五之里字山王４３６

8 トラストフレイト有限会社 本社営業所 岐阜県瑞穂市本田１６４４－１１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 新潟運輸株式会社 四日市支店 三重県四日市市羽津戊字山之奥６７－１

2 向島運送株式会社 四日市営業所 三重県四日市市大治田３丁目５１２
3 名鉄急配株式会社 四日市営業所 三重県四日市市泊小柳町２１９０
4 森実運輸株式会社 三重支店 三重県亀山市関町会下１２８５－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 福井日通運輸株式会社 本社営業所 福井県福井市重立町２２号５
2 有限会社オレンジエキスプレス 本社営業所 福井県福井市丸山１丁目４０４
3 株式会社ホクウン 本社営業所 福井県越前市片屋町４８字大宝２０－１

4 美福運送有限会社 本社営業所 福井県坂井市春江町干歩寺３４字１－４５

5 濃飛西濃運輸株式会社 丸岡営業所 福井県坂井市丸岡町舟寄１５８字法華坊７－３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヤマトマルチチャーター株式会社 大阪支店 大阪府寝屋川市高宮栄町５番１号
2 セイコー運輸株式会社 本社営業所 大阪府大阪市住之江区泉１－３－１８

3 株式会社ヤマザキ物流 阪南営業所 大阪府羽曳野市広瀬１６１
4 成山運輸株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９

No. 事業者名 営業所名 住所
1 竹之内運送株式会社 本社営業所 京都府京都市山科区東野門口町４８
2 株式会社太陽コーポレーション 本社営業所 京都府京都市南区吉祥院池田町２３番地

3 株式会社トーショー 京都営業所 京都府八幡市上津屋中堤１２５番地

No. 事業者名 営業所名 住所
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1 栄進急送株式会社 本社営業所 兵庫県伊丹市西野１丁目８番地２
2 大陽運送株式会社 北神営業所 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３－１１

3 大陽運送株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区大石東町１－３７
4 神戸三興物流株式会社 本社営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台２丁目１０番３号

5 株式会社つばめ急便 姫路営業所 兵庫県姫路市別所町家具町１０４番地

6 神姫逓送株式会社 本社営業所 兵庫県姫路市城東町竹之門７２－１
7 有限会社丸福物流サービス 姫路北営業所 兵庫県姫路市安富町狭戸７６６番地の１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運株式会社 奈良警送支店 奈良県奈良市三条本町２５６－３
2 森田運送株式会社 本社営業所 奈良県橿原市四条町２７８－５
3 池田運送店　池田昌義 本店営業所 奈良県御所市大字柏原３９０－３
4 ヤマト運輸株式会社 奈良西ノ京支店 奈良県奈良市七条東町１７９－１
5 ヤマト運輸株式会社 天理支店 奈良県天理市西長柄町４４７
6 株式会社ニッコン奈良 本社営業所 奈良県大和郡山市今国府町４１１－８

7 三和運輸株式会社 本社営業所 奈良県橿原市新堂町２８９－２
8 奈良県合同陸運株式会社 本社営業所 奈良県桜井市大字吉備３５－４
9 株式会社マルヨシ運輸倉庫 本社営業所 奈良県御所市８９－１
10 生駒電子物流株式会社 本社営業所 奈良県大和郡山市額田部北町１２４７－１

11 株式会社山口商事 本社営業所 奈良県天理市岸田町５９５－６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日通トランスポート株式会社 滋賀支店 滋賀県野洲市上屋１２３番地７　日通大津支店滋賀ロジスティクス事業所内

2 大和物流株式会社 滋賀支店 滋賀県湖南市朝国２６１－１
3 北港運輸株式会社 滋賀営業所 滋賀県甲賀市信楽町江田１０７３住友電工ウインテック（株）内

4 株式会社ギオン 滋賀ステーション 滋賀県栗東市出庭４８２
5 株式会社泉倉庫 土山物流センター 滋賀県甲賀市土山町大野字北谷３９５１－１

6 株式会社外村物流運輸 本社営業所 滋賀県東近江市池庄町字南野１９８８－２

7 滋賀センコー運輸整備株式会社 本社営業所 滋賀県草津市穴村町８２－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社南洋興業 本社営業所 和歌山県和歌山市築港３丁目１１番地

2 前川運輸株式会社 和歌山支店 和歌山県有田郡有田川町大字野田１７０

3 秋山逓送株式会社 本社営業所 和歌山県御坊市薗１９４
4 高尾運輸興業株式会社 和歌山営業所 和歌山県和歌山市西庄字妙見４２３－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 高増運送有限会社 本社 広島県福山市瀬戸町大字長和１－１
2 ゲイソー・ロジスティクス株式会社 本社営業所 広島県東広島市志和町志和東10895番地296

3 カープトラック株式会社 本社営業所 広島県広島市佐伯区石内上１丁目７－８

4 広島ロータリー輸送株式会社 本社 広島県安芸郡坂町北新地１丁目４－１１１

5 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 広島営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目３－３
6 ヤマト運輸株式会社 広島西原支店 広島県広島市安佐南区西原２丁目６－１６

7 ヤマト運輸株式会社 広島沼田支店 広島県広島市安佐南区伴中央5丁目11番１号

8 ヤマト運輸株式会社 広島大竹センター 広島県大竹市北栄１９－１０
9 ヤマト運輸株式会社 広島賀茂支店 広島県東広島市志和町大字七条椛坂1982番地1

10 ヤマト運輸株式会社 広島東支店 広島県広島市東区中山東3丁目２－１４

11 広島陸送株式会社 本社営業所 広島県広島市西区草津港2丁目２－２３

12 株式会社ヒロハイ・コーポレーション 本社 広島県廿日市市宮内１丁目１－３

No. 事業者名 営業所名 住所
（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所

近畿

兵庫

奈良

滋賀

和歌
山

中国

広島

鳥取



（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 藤森運輸　株式会社 倉敷営業所 岡山県倉敷市船穂町船穂８４３－１
2 槙本運送　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区大福３７７－１
3 株式会社　岡山積載運輸 本社営業所 岡山県岡山市南区曽根１９５－９
4 センコーエーラインアマノ　株式会社　 津山営業所 岡山県津山市高野本郷１６８２－４
5 倉敷運輸　株式会社 港湾業務部自動車課 岡山県倉敷市松江２－４－３６
6 吉本運送　株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島８２３４－２７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社丸安運送店 本店営業所 山口県下関市一の宮卸本町３番１１号

2 防通トランスポート株式会社 本社営業所 山口県防府市大字浜方１１４番地２
3 千代田運輸株式会社 本社営業所 山口県防府市大字新田字築地２０６２－３

4 池田興業株式会社 徳山支店  山口県周南市大字栗屋字二葉屋開作１０３５番地１４

5 小野田通運株式会社 日本化薬構内営業所 山口県山陽小野田市大字郡２３００番地

6 北松運輸株式会社 宇部事業所 山口県宇部市大字東須恵い－３８９４－３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 一宮運輸株式会社 高松営業所 香川県高松市国分寺町国分843-1
2 四国高速運輸株式会社 坂出物流センター営業所 香川県綾歌郡宇多津町字吉田4001-59

3 四国名鉄運送株式会社 本社営業所 香川県丸亀市飯山町西坂元字西沖472-1

4 有限会社丸八運送 香川南営業所 香川県高松市香川町浅野1004-4

No. 事業者名 営業所名 住所
1 徳島名鉄急配株式会社 徳島営業所 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本227-7

2 ますや急配株式会社 本社営業所 徳島県徳島市新浜町１丁目498-13
3 徳島通運株式会社 小松島支店 徳島県小松島市立江町字大田ノ浦11-12

No. 事業者名 営業所名 住所
1 南豫通運株式会社 宇和島支店 愛媛県宇和島市築地町１丁目６番２１号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社アール・ティ・エス 中央営業所 高知県高知市南河ノ瀬町156

No. 事業者名 営業所名 住所
1 久留米運送株式会社 みらい九州支店 福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木字餅田１０５８番地１

2 センコー株式会社 福岡車輌センター 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４０

3 カリツー株式会社 福岡営業所 福岡県粕屋郡久山町大字猪野字小柳８７８－３９

4 九州石井運輸株式会社 本社営業所 福岡県糸島市二丈松末字六石１０６７－１

5 有限会社福富運送 本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目４２番２号

6 弘和輸送株式会社 本社営業所 福岡県福岡市中央区荒津２丁目２１，２２，１７－４，２３－１，３１

7 福大運送株式会社 福岡松田営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目１２－４５

8 福大運送株式会社所 本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目３８－１７

9 戸畑港運輸株式会社 本社営業所 福岡県北九州市戸畑区川代２－４－１

10 朝日オリコミ西部株式会社 北九州センター 福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目６－１５

11 ホクザイ運輸株式会社 本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町７２－３０

12 株式会社下川運送 本社営業所 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３７０４－１６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 福大運送株式会社 鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市真木町１６８７－１
2 臼杵運送株式会社 中九州支店 佐賀県三養基郡基山町大字長野字島廻８７４

3 多久梱包運輸センター有限会社 本社 佐賀県多久市東多久町大字別府２６００－１，２３６５－２，２９４９－６４７
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4 協業組合九州ロジテックカーゴ 本社営業所 佐賀県佐賀市久保田町大字久富字二本松篭３００３－１

5 理研運輸株式会社 本社営業所 佐賀県佐賀市駅前中央３丁目１１９－１

6 株式会社博運社 佐賀営業所 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万字快万２０３４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 内田ライン株式会社 長崎営業所 長崎県長崎市神ノ島町３丁目５２６－５０

2 丸野興産株式会社 諫早営業所 長崎県諫早市貝津町１２８２番地５
3 九州名鉄運輸株式会社 長崎支店 長崎県西彼杵郡時津町元村郷字堀田７４６

4 相互交通株式会社 川棚営業所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷４１９－２７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社　旭志運送 本社営業所 熊本県菊池市旭志尾足７７
2 株式会社　藤木運送 本社営業所 熊本県菊池市泗水町大字吉富２８８５－１

3 エムテックサービス　株式会社 本社営業所 熊本県八代市建馬町４－３１
4 九州産交運輸　株式会社 熊本コンテナセンター 熊本県熊本市西区蓮台寺４丁目１－１０

5 日本通運　株式会社 人吉支店 熊本県人吉市下青井町字下青井田３８６－５

6 日本通運　株式会社 熊本支店　熊本総合物流事業所 熊本県上益城郡益城町平田字深迫２５６１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 さくら運輸株式会社 大分営業所 大分県大分市大字種具字前畑１３９４－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運　株式会社 宮崎ターミナル営業所 宮崎県宮崎市昭栄町６７番
2 日本通運　株式会社 宮崎重機建設事業所 宮崎県宮崎市江平中町４－３
3 日本通運　株式会社 宮崎警送事業所 宮崎県宮崎市江平中町４－３
4 日本通運　株式会社 宮崎北営業所 宮崎県西都市聖陵町２丁目３０番地
5 日本通運　株式会社 都城支店営業課 宮崎県都城市神之山町１７３５番地
6 日本通運　株式会社 都城自動車営業所 宮崎県都城市吉尾町２０６７
7 日本通運　株式会社 王子製紙構内営業所 宮崎県日南市大字戸高字地主田１６２５番地

8 株式会社　キング運輸 宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田１３２

9 株式会社　キング運輸 宮崎北営業所 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２０４－１

10 株式会社　キング運輸 日南営業所 宮崎県日南市戸高２丁目１４－４
11 株式会社　キング運輸 延岡営業所 宮崎県延岡市出北６丁目１５９１－１，１５９４－２

12 株式会社　キング運輸 日向営業所 宮崎県日向市大字財光寺字池１６７４

13 株式会社　キング運輸 高千穂営業所 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１６４２番地１

14 株式会社　キング運輸 都城営業所 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字中原３７３０－１

15 株式会社　キング運輸 えびの営業所 宮崎県えびの市大字大明司字宮本１１１２－１，１１１７－１，１１１７－２

16 センコー　株式会社 延岡車輌営業所 宮崎県延岡市土々呂町６－１７１１－１

17 株式会社　博運社 都城営業所 宮崎県都城市高城町大字大井手字横松２０５０－８

18 宮崎物流サービス　株式会社 日向営業所 宮崎県日向市梶木町１丁目２１番地

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社キング運輸 大隅営業所 鹿児島県曽於郡大崎町永吉字上ノ段５０２１

2 株式会社キング運輸 末吉営業所 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方６５１４－１

3 株式会社橋口運輸 本社営業所 鹿児島県日置市伊集院町麦生田４１０

4 株式会社ＪＡ物流かごしま 本社営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－２
5 福岡航空燃料輸送株式会社 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港１－５－５
6 株式会社松下運輸 本社営業所 鹿児島県鹿児島市下田町１８８４－４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 沖縄郵便逓送株式会社　 本社営業所 沖縄県那覇市壺川1丁目8番地3

（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。
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