
令和元年度　Gマーク運輸局長表彰事業所

No. 事業者名 営業所名 住所
1 サッポロ流通システム株式会社 北海道 北海道恵庭市戸磯５４２－１
2 武田運輸株式会社 本社 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目２－７

3 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

4 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

5 札樽自動車運輸株式会社 滝川 北海道砂川市空知太西１条４丁目１０３－３

6 札樽自動車運輸株式会社 小樽 北海道小樽市築港５０－２４
7 札樽自動車運輸株式会社 八雲 北海道二海郡八雲町立岩７１－１３
8 ユート運輸倉庫株式会社 帯広 北海道帯広市西２０条北２丁目２３番地３

9 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 本社 北海道札幌市白石区流通センター５丁目５－１８

10 北海道フーズ輸送株式会社 本社 北海道札幌市西区発寒８条１１丁目２番４３号

11 日正運輸株式会社 北海道 北海道苫小牧市勇払２７９－１５
12 花王ロジスティックス株式会社 石狩 北海道石狩市新港南２丁目７１８－６
13 堀口運輸株式会社 本社 北海道留萌市末広町１丁目１番２８号
14 日栄運輸株式会社 本社 北海道石狩市新港西１丁目７００－６
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丁目７００－９
16 大同運輸株式会社 本社 北海道小樽市手宮１丁目３－１
17 広野運輸株式会社 本社 北海道江別市角山４２８－３
18 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２２７－１８８

19 株式会社北海物流サービス 苫小牧 北海道苫小牧市柏原６－３０４
20 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
21 株式会社ホース運輸 苫小牧 北海道苫小牧市沼ノ端１８－２７
22 ユート運輸倉庫株式会社 旭川 北海道旭川市工業団地４条２丁目３番２号

23 日本通運株式会社 千歳空港貨物センター 北海道千歳市平和１３８８番地１６
24 キョーツー株式会社 本社 北海道北斗市追分３丁目２番８号
25 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
26 全日本ライン株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区東雁来９条３丁目２番２０号

27 日通ガスサポート株式会社 本社 北海道亀田郡七飯町字中島２０８番地１

28 ヤマダイ大作運輸株式会社 本社 北海道北斗市七重浜１丁目８番１号
29 株式会社環商事 本社 北海道美唄市東６条北５丁目３－１
30 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

31 旭川小型運輸株式会社 本社 北海道旭川市永山２条３丁目２番１８号

32 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

33 株式会社ヤマカ山加運輸 西 北海道札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７９－１４

34 ヤマカ運輸株式会社 本社 北海道函館市高松町５０５番地１２
35 ホッコウ物流株式会社 札幌広域 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番８７号

36 ホッコウ物流株式会社 室蘭 北海道登別市千歳町２丁目１２－６
37 大立運輸株式会社 函館 北海道亀田郡七飯町字峠下７０番１８
38 有限会社北新物流 本社 北海道樺戸郡新十津川町字弥生３番地７

39 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

40 新洋運送株式会社 本社 北海道小樽市築港５０－１５
41 株式会社ロジパルエクスプレス 札幌 北海道札幌市白石区米里３条３丁目５番１５号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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
2 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

3 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番地３

4 伊東運送株式会社 平泉営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田１３０－２

5 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

6 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
7 一宮運輸株式会社 酒田営業所 山形県酒田市大宮町２丁目１－１０
8 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３５１７－３
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9 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
10 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

11 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
12 東北運輸株式会社 本社営業所 秋田県秋田市茨島１丁目２－１０

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 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

3 多摩運送　株式会社 国立営業所 東京都国立市泉１－１１－６
4 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
5 多摩運送　株式会社 府中支店 東京都府中市栄町３－６
6 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

7 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
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 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
11 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
12 名鉄運輸　株式会社 足立支店 東京都足立区入谷６－１－１
13 システム運輸　株式会社 本社営業所 東京都墨田区文花３－２４－２３
14 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
15 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

16 信州名鉄運輸　株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１
17 日通神田中央運輸　株式会社 車両事業部 東京都江東区新砂２－３－１５
18 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

19 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
20 有限会社　田村運輸部 本社営業所 東京都江東区白河３－１－１１
21 光洋運輸　株式会社 本社営業所 東京都江東区有明４－６－２１
22 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
23 株式会社　大藏 本社営業所 東京都練馬区谷原４－２０－２９
24 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
25 武蔵貨物自動車　株式会社 足立営業所 東京都足立区入谷６－１－１
26 奥住運輸　有限会社 本社営業所 東京都青梅市藤橋３－１８－１４
27 株式会社　竹鼻運送 本社営業所 東京都足立区栗原３－１０－１９－４０２

28 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
29 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
30 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

31 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

32 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
33 名鉄運輸　株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１
34 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

35 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
36 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２－１１－１

37 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

38 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

39 丸駒運輸　株式会社 本社営業所 神奈川県平塚市下島１０２２－１１
40 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
41 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

42 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

43 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

44 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

45 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
46 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

47 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

48 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

関東



49 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
50 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
51 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
52 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

53 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

54 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
55 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
56 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

57 永井運輸　株式会社 力丸営業所 群馬県前橋市力丸町４７１
58 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

59 新町運送　有限会社 本社営業所 群馬県高崎市上滝町２－３
60 南毛運送　株式会社 本社営業所 群馬県藤岡市上大塚１３７６－１
61 鴻池運輸　株式会社 北関東流通センター営業所 群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字横根原３０２７－５

62 鴻池運輸　株式会社  北関東流通センター営業所渋川流通センター 群馬県渋川市半田字中原２８０－８
63 日本通運　株式会社 千葉東支店 千葉県佐倉市大作１－８－７
64 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

65 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

66 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
67 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

68 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
69 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
70 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
71 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

72 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
73 東雪運輸　株式会社 水戸営業所 茨城県水戸市笠原町１４４２－２０
74 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

75 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
76 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

77 三ッ輪物流　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

78 日鉄物流鹿島　株式会社 鹿島事業所 茨城県鹿嶋市大字光３番地
79 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

80 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

81 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
82 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
83 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

84 株式会社　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

85 日酸運輸　株式会社 小山営業所 栃木県小山市大字横倉新田字溜南４７０－２７

86 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
87 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

No. 事業者名 営業所名 住所
1 (株)丸五急送 本社営業所 新潟県五泉市大字赤海８７２－１
2 アキタ(株) 新潟営業所 新潟県新潟市西区山田１８５－１
3 日本通運(株) 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

4 諏訪梱包運輸(株) 上田営業所 長野県上田市秋和３２３－１
5 (株)ナチロジスティクス 富山 富山県富山市公文名１－１
6 日本通運(株) 小松支店　コマツ粟津営業課 石川県小松市串町セ２５
7 水口運送(株) 本社営業所 石川県鹿島郡中能登町徳前ゐ部２７番地

8 竹原運輸(株) 羽咋営業所 石川県羽咋市大町ロ２３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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

2 株式会社内山 本社営業所 愛知県豊田市浄水町原山１－１０１，１－１３７

北陸
信越



3 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

4 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
5 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
6 株式会社第一名誠 本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前四丁目８２３番

7 東洋メビウス株式会社 豊橋支店 愛知県豊橋市明海町３－６０
8 日東運送株式会社 本社営業所 愛知県瀬戸市苗場町８５－１
9 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番地

10 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
11 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番地

12 丸全中部物流株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区東起町２丁目８番地１

13 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
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 横山運輸株式会社 本社営業所 愛知県瀬戸市本郷町６９４番地３
16 菱倉運輸株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市港区宝神３－２２０１，２２０２

17 有限会社鋳栄サービス 本社営業所 岐阜県瑞穂市重里字更屋敷前１７５８番

18 東洋運輸株式会社 岐阜営業所 岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１７５－１

19 城南運輸株式会社 本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋２－１８０
20 濃飛西濃運輸株式会社 岐阜北営業所 岐阜県岐阜市大字城田寺字明正１２７０－１

21 株式会社スワローセキュリティーサービス 本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成１－７１
22 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

23 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
24 高山運輸株式会社 本社営業所 福井県丹生郡越前町上川去３－４
25 レンゴーロジスティクス株式会社 福井営業所 福井県越前市瓜生町１８－１
26 株式会社林商運 本社営業所 福井県福井市西開発４－９０５
27 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番地１、５８字南柿木町１０番地１、１１番地４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 菱江ロジスティクス株式会社 本店営業所 大阪府豊中市神州町２－８１
2 久留米運送株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西淀川区福町３－４－２２

3 久留米運送株式会社 東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
4 丸全昭和運輸株式会社 特殊輸送関西物流センター 大阪府大阪市西淀川区佃６５番１、６８番、６９番、７０番、７１番、７２番

5 大阪サンヱー物流株式会社 本社営業所 大阪府枚方市長尾家具町２－１－１
6 大阪サンヱー物流株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市東鴻池町３－２
7 大阪サンヱー物流株式会社 堺営業所 大阪府堺市西区山田２－１９０－１８
8 株式会社ケイシン 大阪第２物流センター 大阪府摂津市鳥飼中２丁目３番３７号

9 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
10 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
11 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

12 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

13 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

14 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
15 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

16 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

17 株式会社　八鹿逓送 本社営業所 兵庫県養父市八鹿町八鹿字篭ノ口１４７５－３

18 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
19 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
20 株式会社山口商事 本社営業所 奈良県天理市岸田町５９５－６
21 鴻池運輸株式会社 滋賀流通センター営業所 滋賀県野洲市大篠原１５９１－４

22 株式会社丸文 関西営業所 滋賀県栗東市大橋７－６４２

23 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

24 株式会社ギオン 滋賀ステーション営業所 滋賀県栗東市出庭４８２
25 秋山逓送株式会社 本社営業所 和歌山県御坊市薗１９４

中部

近畿



No. 事業者名 営業所名 住所
1 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

2 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

3 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

4 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

5 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
6 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
7 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丁目４番３６号
8 株式会社アクティ 倉敷支店 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２５５－４７

9 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
10 吉本運送株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２３４－２７

11 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
12 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

13 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

14 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

15 山口碓永自動車株式会社 本社営業所 山口県光市大字束荷字平成２２８８－１０

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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番１２

2 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

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 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　福富運送 本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２丁目４２－２
2 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大字宇美２４４７－８

3 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

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保田１
5 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
6 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

7 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

8 さくら運輸　株式会社 大分営業所 大分県佐伯市西浜２－３１
9 三協通産　株式会社 本社営業所 大分県大分市原川３－１－４９
10 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
11 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

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１－８－３

（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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