
令和元年度　Gマーク支局長表彰事業所

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社北洋運輸 本社 北海道札幌市東区本町１条１１丁目１－１０

2 株式会社エネックス 北海道支店 北海道北広島市大曲工業団地３丁目４－１１

3 松岡満運輸株式会社 小樽 北海道小樽市築港５０番２４号
4 株式会社ホンダデポックス札幌センター 本社 北海道札幌市白石区本通２０丁目北１－７８

5 大友運送株式会社 大谷地流通センター 北海道札幌市白石区流通センター５丁目６－２２

6 日本チルド物流　株式会社 北海道事業所 北海道北広島市共栄５４－２０
7 エア・ウォーター物流株式会社 石狩ガス 北海道石狩市新港西２丁目７７９
8 エア・ウォーター物流株式会社 小樽 北海道小樽市オタモイ１丁目１２０－１０

9 株式会社　公益社 南郷斎場 北海道札幌市白石区南郷通１５丁目北８－２７

10 中央建設運輸株式会社 本社 北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ１００１－１０

11 株式会社北海道日新 砂川 北海道砂川市豊沼町１－１８
12 北海道西濃運輸株式会社 小樽 北海道小樽市築港６－３７
13 株式会社ネクスト　 北海道支店 北海道北広島市大曲工業団地５丁目３番２

14 ニットー物流株式会社 本社 北海道石狩市新港西１丁目７３３番地８

15 株式会社新聞協同運輸 札幌 北海道北広島市大曲幸町５丁目１番地１

16 綜合警備保障株式会社 警送北海道支社 北海道札幌市白石区菊水上町１条２丁目１００

17 セイノースーパーエクスプレス株式会社 札幌中央航空 北海道札幌市白石区菊水９条２丁目２番３３号

18 ユート運輸倉庫株式会社 本社 北海道北広島市大曲並木２丁目２－７

19 ユート運輸倉庫株式会社 江別 北海道江別市工栄町１９番地７
20 鴻池運輸株式会社 千歳 北海道千歳市北信濃７７０－６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社エス・シー・ティ 本社 北海道上磯郡知内町字重内３１－１３８

2 北海道西濃運輸株式会社 函館支店 北海道北斗市追分５丁目５－２４
3 北海道福山通運株式会社 函館支店 北海道北斗市清水川２２６－５
4 有限会社エイチビーケーサービス 函館 北海道北斗市追分３丁目１番１８号
5 柳沼運送株式会社 本社 北海道北斗市谷好２丁目３番７号
6 広野運輸株式会社 本社 北海道函館市広野町３－７
7 日晶運輸株式会社 函館 北海道茅部郡森町字栄町３７番地２４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 小平自動車運輸株式会社 本社 北海道留萌郡小平町字小平町４３３－１４

2 ホッコウ物流株式会社 天塩 北海道天塩郡天塩町字川口２６４番１８

3 北海道西濃運輸株式会社 旭川支店 北海道旭川市永山北３条８丁目１－２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 北旺運輸株式会社 本社 北海道苫小牧市一本松町６－３
2 北海道西濃運輸株式会社 苫小牧支店 北海道苫小牧市新明町１丁目１－１１
3 北海道西濃運輸株式会社 室蘭 北海道登別市大和町１丁目２－１５
4 綜合警備保障株式会社 警送北海道支社警送苫小牧 北海道苫小牧市双葉町１丁目１－６
5 共立運輸株式会社 本社 北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２－１７

6 東和運輸株式会社 苫小牧 北海道苫小牧市新明町１丁目２－２
7 札樽自動車運輸株式会社 室蘭 北海道室蘭市日の出町２丁目３２－１２

8 幸和運輸株式会社 苫小牧 北海道苫小牧市新明町３丁目５－１２
9 株式会社ネクスト 苫小牧 北海道苫小牧市一本松町１３－３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヤマト運輸株式会社 厚岸支店 北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目２４番地

2 ヤマト運輸株式会社 摩周支店 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭４丁目１番１１号

3 ヤマト運輸株式会社 別海センター 北海道野付郡別海町別海川上町６、７

4 ヤマト運輸株式会社 釧路東支店 北海道釧路郡釧路町桂木５丁目１３番

5 ヤマト運輸株式会社 釧路支店 北海道釧路市城山１丁目３番３号
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6 日本通運株式会社 釧路支店作業運用センター 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１３

7 北海道西濃運輸株式会社 釧路 北海道釧路市星が浦南２丁目７番11号

8 ヤマト運輸株式会社 釧路西支店 北海道釧路市星が浦大通５丁目１－７

9 ヤマト運輸株式会社 中標津支店 北海道標津郡中標津町東１３条南１丁目１２,１４

10 ヤマト運輸株式会社 白糠センター 北海道白糠郡白糠町東１条北１丁目３番３，４

11 日本通運株式会社 北海道警送支店釧路警送事業所 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１２

12 札樽自動車運輸株式会社 釧路支店 北海道釧路市鳥取南７丁目１番地３２
13 ヤマト運輸株式会社 羅臼センター 北海道目梨郡羅臼町栄町１２０番２
14 有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ 本社 北海道釧路市新富士町６丁目１番２３号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 札樽自動車運輸株式会社 帯広支店 北海道帯広市西２０条北１丁目７－５・１０ 

2 清水運送株式会社 本社 北海道上川郡清水町字清水基線西１４－２ 

3 株式会社ホームエネルギー北海道 帯広センター 北海道中川郡幕別町札内みずほ町１４３番地１１２

4 宝勝物流株式会社 本社 北海道河西郡芽室町東芽室基線１－３０ 

5 ホッコウ物流株式会社 帯広 北海道河西郡芽室町東芽室北一線１６番地２７ 

6 熱原輸送株式会社 本社 北海道河東郡音更町木野西通６丁目１ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 北海道西濃運輸株式会社 北見 北海道北見市東相内町９３７番地１
2 株式会社道央通商 北見 北海道北見市相内町２７９番１７

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 弘前営業所 青森県弘前市大字扇町２丁目３－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 カメイ物流サービス株式会社 釜石営業所 岩手県釜石市新浜町１丁目２－３８
2 株式会社ニヤクコーポレーション 北上事業所 岩手県北上市若宮町１－２－１２
3 株式会社ニヤクコーポレーション 釜石事業所 岩手県釜石市大平町４丁目１－５
4 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 盛岡低温物流センター 岩手県紫波郡紫波町片寄字川原４６－１

5 北東北福山通運株式会社 盛岡支店 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－３
6 株式会社サンライズトランスポート 本社営業所 岩手県一関市東山町長坂字町１７６
7 有限会社栄和興業 本社営業所 岩手県一関市東山町長坂字南磐井里５３－１

8 株式会社三栄工業所 本社営業所 岩手県大船渡市赤崎町字普金１０番地５

9 有限会社下田運輸 本社営業所 岩手県奥州市水沢真城字北下田５７番地４

10 十久輸送有限会社 本社営業所 岩手県久慈市小久慈町第３２地割２－１

11 南部運輸株式会社 本社営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田中３番地１５

12 日通エネルギー東北株式会社 岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町南日詰字箱清水１２７番地１

13 株式会社バイタルエクスプレス 盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１番地１２号

14 北和運輸有限会社 本社営業所 岩手県花巻市横志田４地割４９
15 八ツ星運輸株式会社 本社営業所 岩手県一関市千厩町千厩字西中沢２６７－４

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 本社営業所 宮城県名取市下余田字鹿島１０
2 株式会社バイタルエクスプレス 仙台中央営業所 宮城県仙台市若林区卸町東１－８－２０（３Ｆ）

3 株式会社バイタルエクスプレス 八乙女営業所 宮城県仙台市泉区八乙女３－３－１ 

4 株式会社バイタルエクスプレス 石巻営業所 宮城県石巻市門脇字一番谷地４３－８ 

5 株式会社バイタルエクスプレス 古川営業所 宮城県大崎市古川休塚字新西田２２番地 

6 会津通商株式会社 本社営業所 宮城県仙台市宮城野区高砂１丁目３０－９ 

7 ＳＧムービング株式会社 仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目６－８

8 株式会社ヤマザキ物流 仙台営業所 宮城県柴田郡村田町村田小池２７－１１ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 秋印株式会社 秋田営業所 秋田県秋田市外旭川字待合２８
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2 サンワ重搬株式会社 本社営業所 秋田県秋田市飯島穀丁大谷地２５９－２

3 能代運輸株式会社 本社営業所 秋田県能代市河戸川字北西山１４４－２

4 能代運輸株式会社 秋田港運事業所 秋田県秋田市飯島穀丁大谷地２１－５

No. 事業者名 営業所名 住所
1 （該当なし）

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 北多摩運送　株式会社 府中営業所 東京都府中市本町４－３５－１
2 城北運輸　株式会社 本社 東京都府中市南町６－１７－１
3 三興運輸　株式会社 本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－５
4 稲垣運輸　株式会社 本社営業所 東京都練馬区南大泉３－２８－１４
5 八信陸運　株式会社 本社営業所 東京都足立区綾瀬６－３４－１
6 株式会社　彦新 本社営業所 東京都江戸川区一之江８－１９－６
7 山一運輸　株式会社 本社営業所 東京都板橋区高島平９－２８－１２
8 ＳＢＳロジコム　株式会社 新宿支店 東京都新宿区新宿５－１１－５
9 アシストライン　株式会社 本社営業所 東京都足立区入谷７－５－３
10 名鉄ゴールデン航空　株式会社 日野営業所 東京都日野市多摩平５－１１－１０
11 名鉄ゴールデン航空　株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１　板橋トラックターミナル内

12 武蔵貨物自動車　株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１
13 武蔵貨物自動車　株式会社 葛西営業所 東京都江戸川区臨海町４－３－１
14 都北運輸　株式会社 本社営業所 東京都北区浮間４－２０－６
15 株式会社　三共運輸 本社営業所 東京都武蔵村山市残堀４－２９－１
16 レンゴーロジスティクス　株式会社 葛飾営業所 東京都葛飾区小菅４－２－１５　
17 名鉄ゴールデン航空　株式会社 城東支店 東京都江東区新砂２－４－１７
18 新雪運輸　株式会社 日野営業所 東京都日野市日野７７７３－５１
19 東電物流　株式会社 中央支社 東京都大田区東海４－１－２３
20 株式会社　タカセ運輸集配システム 東京営業所 東京都大田区東海４－９－１７
21 新日本物流　株式会社 青梅事業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１５

22 渋谷運輸サービス　有限会社 本社営業所 東京都狛江市岩戸南４－３１－１８
23 武蔵貨物自動車　株式会社 京浜営業所 東京都大田区平和島２－１－１
24 新日本物流　株式会社 国立事業所 東京都国立市谷保７丁目３－２
25 東邦運送　株式会社 本社営業所 東京都大田区多摩川１丁目３６番１２号

26 三和運送事業　株式会社 本社営業所 東京都千代田区東神田１－４－９
27 三和運送　株式会社 府中営業所 東京都府中市若松町４－４４－４
28 株式会社　オータカ 本社営業所 東京都杉並区堀之内３－３７－５
29 名鉄ゴールデン航空　株式会社 東京支店 東京都大田区平和島６丁目１－１
30 東都配送　株式会社 本社営業所 東京都港区東新橋２－１１－３
31 手島梱包輸送　株式会社 平和島営業所 東京都大田区平和島３－２－２１
32 淀川海運　株式会社 本社営業所 東京都中央区新富１－３－７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 新三協物流　株式会社 神奈川営業所 神奈川県茅ヶ崎市矢畑１２６０－２
2 レンゴーロジスティクス　株式会社 湘南営業所 神奈川県高座郡寒川町宮山３１５５
3 株式会社　大崎 横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区中川３－３７－１

4 スワ運輸　株式会社 本社営業所 神奈川県相模原市中央区上溝８９５
5 横浜低温流通　株式会社 本社営業所 神奈川県厚木市酒井３００１ 
6 F-LINE　株式会社 川崎バルク物流センター 神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１

7 宇徳ロジスティクス　株式会社 横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町９
8 東電物流　株式会社 中央支社横浜事業所 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町４－１

9 株式会社　スワリク 神奈川営業所 神奈川県座間市相模が丘６－３９－３６
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10 株式会社　サンキュウ・トランスポート・東京 神奈川営業所 神奈川県厚木市飯山２１２０－６
11 多摩運送　株式会社 相模原営業所 神奈川県相模原市緑区西橋本１－１－１

12 株式会社　ジェーラインエクスプレス 湘南営業所 神奈川県平塚市東豊田６０３－３１
13 多摩運送　株式会社 厚木営業所 神奈川県厚木市上依知１２７９－１
14 川崎運送　株式会社 中央営業所 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－５

15 日神機工　株式会社 横須賀営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 西武通運　株式会社 狭山支店 埼玉県狭山市柏原３３７－１２
2 桶本興業　株式会社 本社営業所 埼玉県さいたま市南区根岸４－７－９

3 トーエイ物流　株式会社 菖蒲営業所 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼２２－１
4 トーエイ物流　株式会社 桶川営業所 埼玉県北本市下石戸上１９９３－１、１９９４－４

5 カネオ興運　株式会社 本社営業所 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎４５－２
6 江原運輸　有限会社 本社営業所 埼玉県狭山市中新田１６０－１１
7 新雪運輸　株式会社 川口営業所 埼玉県川口市芝高木１－７－１４
8 新雪運輸　株式会社 川越営業所 埼玉県川越市大字笠幡３２６６－１
9 草加自動車運送　株式会社 本社 埼玉県草加市旭町２－３－３２
10 パートナーコーポレーション　株式会社 本社営業所 埼玉県飯能市岩沢８４６－２
11 日精サービス　株式会社 狭山営業所 埼玉県川越市大袋新田８０３－５
12 株式会社　片岡運送 本社営業所 埼玉県久喜市樋ノ口６０３－１
13 東洋運輸　株式会社 関東営業所 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場１－８－１６

14 ケイ・ロジスティクス　株式会社 本社営業所 埼玉県坂戸市小沼１８５０
15 カトーレック　株式会社 埼玉営業所 埼玉県所沢市亀ヶ谷４３１
16 株式会社　塚腰運送 所沢営業所 埼玉県所沢市新郷２０５－３、５、６、７、２３、２４

17 武蔵貨物自動車　株式会社 大宮支店 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９９－１

18 武蔵貨物自動車　株式会社 羽生営業所 埼玉県羽生市大字神戸字西７８７－１他２筆

19 武蔵貨物自動車　株式会社 吉見営業所 埼玉県比企郡吉見町大字江綱１３８０－１

20 武蔵貨物自動車　株式会社 飯能営業所 埼玉県飯能市大字双柳９１６－１
21 武蔵貨物自動車　株式会社 狭山支店 埼玉県入間市黒須１－１１－１７
22 武蔵貨物自動車　株式会社 富士見営業所 埼玉県富士見市大字下南畑字路通３４６１－１

23 武蔵貨物自動車　株式会社 熊谷支店 埼玉県熊谷市大字武体字西浦１０９
24 武蔵貨物自動車　株式会社 久喜営業所 埼玉県久喜市大字下早見１５９８
25 株式会社　東洋陸送社 所沢営業所 埼玉県富士見市鶴間１－１７－２８－１－Ｂ

26 埼京運輸　株式会社 大宮営業所 埼玉県さいたま市見沼区御蔵７９８－４

27 大鉄工業運輸　株式会社 本社営業所 埼玉県さいたま市桜区上大久保堤根１０１２

28 本田運輸　株式会社 本社営業所 埼玉県和光市新倉２－３３－２
29 株式会社　マルミ運輸システム 埼玉営業所 埼玉県戸田市川岸１－２－２６
30 セーフティオイルトランスポート　株式会社 埼玉営業所 埼玉県越谷市蒲生茜町３５－５－２０１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ライフサポート・エガワ 高崎営業所 群馬県高崎市下斎田町５１０
2 青木運輸倉庫株式会社 桐生営業所 群馬県伊勢崎市間野谷町９３－１１１
3 株式会社冨運 本社営業所 群馬県高崎市飯塚町字清水１７３５－１

4 青木運輸倉庫株式会社 妙義営業所 群馬県富岡市妙義町北山５５１
5 有限会社千明アクティー 本社営業所 群馬県桐生市新里町山上２２０８－１
6 株式会社シムックス 本社営業所 群馬県太田市植木野町３００－１
7 名鉄運輸株式会社 高崎支店 群馬県高崎市元島名町１０８８－１
8 株式会社ジェイアール東日本物流  塩浜物流センター高崎出張所 群馬県高崎市栗崎町字原４３４－１
9 株式会社マルトウ 本社営業所 群馬県高崎市上滝町８９６－３
10 藤武運送株式会社 本社営業所 群馬県藤岡市下戸塚５２５－１
11 トーウンサービス株式会社 明和営業所 群馬県邑楽郡明和町大輪３３６－１５
12 株式会社群馬ロジスティックス 本社営業所 群馬県伊勢崎市国定町１－２７６－４
13 石島運送有限会社 本社営業所 群馬県館林市松原１－４－１

No. 事業者名 営業所名 住所

関東
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1 日本通運　株式会社 千葉コンテナ事業所 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６
2 株式会社　太平洋エクスプレス 本社営業所 千葉県千葉市中央区浜野町２２５－１

3 有限会社　ダイセン物流 本社営業所 千葉県白井市冨士１８５－２１
4 南総通運　株式会社 佐倉支店 千葉県佐倉市大作１－７－５
5 南総通運　株式会社 千葉支店 千葉県千葉市中央区村田町４９９
6 南総通運　株式会社 茂原東郷事業所 千葉県茂原市東郷字南原６７０
7 南総通運　株式会社 茂原支店 千葉県長生郡長柄町山根１１９３－１

8 有限会社　山口運送 本社営業所 千葉県勝浦市墨名６０１－６５
9 神葉運輸　株式会社 市原営業所 千葉県市原市五井９１６０
10 セーフティオイルトランスポート　株式会社 千葉営業所 千葉県市原市五井９０５１
11 株式会社　石川運送 船橋営業所 千葉県船橋市南海神１－７－１
12 日本通運　株式会社 航空事業支店集配第二課 千葉県市川市原木２５２６－２３
13 結城運輸倉庫　株式会社 潮見営業所 千葉県船橋市潮見町３
14 株式会社　ＪＫトランス 五井営業所 千葉県市原市玉前西１－３－１９
15 有限会社　ケーティーライン 本社営業所 千葉県八千代市上高野１７３４－５
16 株式会社　酒井運輸 本社営業所 千葉県市川市宮久保５－５－１
17 株式会社　ヤマザキ物流 松戸営業所 千葉県松戸市上本郷２０３
18 東電物流　株式会社 千葉支社 千葉県千葉市中央区蘇我町２－１３７２－５

19 米山運送　株式会社 千葉支店 千葉県市原市姉崎海岸１３９－１
20 新雪運輸　株式会社 野田営業所 千葉県野田市木野崎字下鹿野１６９２－４６

21 ダイセル物流　株式会社 千葉営業所 千葉県市原市八幡海岸通７４－３８
22 榎本運送　株式会社 本社営業所 千葉県木更津市中島字蟹持２６２７－１

23 株式会社　サンエイエコネット 本社営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－５－６

24 クレハ運輸トラック　株式会社 千葉センター 千葉県市原市八幡海岸通５２－２
25 株式会社　田代運輸 柏営業所 千葉県印西市木刈６－１９－１３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社　サンキュウ・トランスポート・東日本 鹿島営業所 茨城県神栖市奥野谷６１７０－３６
2 茨城流通サービス　株式会社 本社営業所 茨城県古河市丘里１４－４
3 株式会社　綿引運送 本社営業所 茨城県水戸市元吉田町９９７－１０
4 京阪運輸　株式会社 茨城営業所 茨城県高萩市上手綱４４－１
5 株式会社　鈴与カーゴネット北関東 結城営業所 茨城県結城市上山川字大久保５７０１－４

6 旭新運送　株式会社 鹿島営業所 茨城県神栖市知手中央１－９－８
7 株式会社　八戸急行 北関東営業所 茨城県結城市田間１２８２
8 下館地区通運　株式会社 川島営業所 茨城県筑西市伊佐山１６５
9 株式会社　ネクスト 関東支店 茨城県東茨城郡大洗町五反田４５５番地１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ワーレックス株式会社　 小山営業所 栃木県小山市大字横倉新田４７０－４

2 ワーレックス株式会社　 犬塚営業所 栃木県小山市犬塚字南原９９５－３
3 芳賀通運株式会社　 宇都宮事業所 栃木県宇都宮市氷室町１７３９－１７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 山梨重量株式会社 本社営業所 山梨県甲府市上曽根町２９３０－１
2 白根運送株式会社 今諏訪営業所 山梨県南アルプス市上今諏訪１１３３－１

3 甲府トラック運送株式会社 本社営業所 山梨県甲府市上阿原町３１０番地２号

4 株式会社トーショー 甲府営業所 山梨県中央市大字山之神字流通団地３１６２－３７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 鴻池運輸　株式会社 新潟流通センター営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港５－１９２３－１３

2 プリヴェ運輸　株式会社 上越支店 新潟県上越市頸城区上吉８０－２０
3 亀田キャリー　株式会社 本社営業所 新潟県新潟市江南区曙町２丁目７－３５

4 前佐渡運送　株式会社 小木営業所 新潟県佐渡市小木町１９５０
5 新潟陸運　株式会社 東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字位守町１６０－４３
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6 朝日物流　株式会社 長岡営業所 新潟県長岡市中之島字古新田１７８１番３

7 プリヴェ運輸　株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区鳥屋野３６６
8 株式会社　流通サービス 本社営業所 新潟県上越市春日山町３－８－３６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 アート梱包運輸　株式会社 松本営業所 長野県安曇野市豊科高家１０４２－５６

2 株式会社　ヤマザキ物流 長野営業所 長野県千曲市大字雨宮５３４－１
3 信州名鉄運輸　株式会社 箕輪営業所 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４６１３－６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 西濃北陸エキスプレス　株式会社 高岡営業所 富山県高岡市戸出栄町５１番８
2 清水屋運輸倉庫　株式会社 本社営業所 富山県中新川郡上市町中江上２２６－１

3 日通トランスポート　株式会社 小杉営業所 富山県射水市西高木２２８－１
4 有限会社　ユニバーサル・エクスプレス 富山営業所 富山県富山市上野３３２番地１
5 株式会社　デリバリー 本社営業所 富山県射水市片口高場４２９
6 株式会社　北都高速運輸倉庫黒部 黒部営業所 富山県下新川郡入善町下飯野２１８番地１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 城西物流倉庫　株式会社 金沢営業所 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１５１

2 上野郵便逓送　株式会社 本社営業所 石川県金沢市新保本４丁目６５番１９

3 北日本運輸　株式会社 本社営業所 石川県白山市鹿島町２９－３番地

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社アイシン 本社営業所 愛知県一宮市大和町北高井字四辻62

2 愛生運輸株式会社 緑営業所 愛知県名古屋市緑区野末町1929
3 アイチ物流株式会社 本社営業所 愛知県東海市横須賀町天宝新田35-6

4 愛知ミタカ運輸株式会社 刈谷営業所 愛知県刈谷市西境町広見128
5 愛知ミタカ運輸株式会社 犬山営業所 愛知県犬山市字角池30-1
6 アクロストランスポート株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-31

7 株式会社アサヒセキュリティ 名古屋南営業所 愛知県名古屋市中川区富船町4-1-2
8 あさひ物流株式会社 本社営業所 愛知県豊橋市原町字狢山9
9 株式会社アテックライン 本社営業所 愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前1137-4

10 アトラスカーゴサービス株式会社 小牧営業所 愛知県小牧市小木東2丁目225
11 井川商会株式会社 本社営業所 愛知県岡崎市岡町字東神馬崎北側7-1,7-5

12 株式会社井口運輸 本社営業所 愛知県豊橋市明海町2-36
13 一宮運輸株式会社 十四山営業所 愛知県弥富市六條町中切6
14 有限会社稲垣運輸 本社営業所 愛知県清須市春日白弓84
15 稲沢運輸株式会社 名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場1-10-4
16 株式会社井上運輸 本社営業所 愛知県西尾市新在家町村北6-1
17 株式会社今井重機 本社営業所 愛知県西尾市丁田町上ノ切48-1,47-1

18 ＳＧムービング株式会社 名古屋営業所 愛知県小牧市舟津八反田136
19 ＳＢＳフレックネット株式会社 名古屋 愛知県名古屋市守山区幸心3-1601
20 株式会社エヌアールティー 本社営業所 愛知県東海市荒尾町下大脇6-7
21 エムケー物流株式会社 本社営業所 愛知県豊田市西中山町東宮前32-1
22 王子陸運株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市港区築地町10
23 王子陸運株式会社 春日井営業所 愛知県春日井市下条町667
24 株式会社オーエヌトランス 本社営業所 愛知県名古屋市港区潮見町37-39
25 岡大物流株式会社 本社営業所 愛知県岡崎市宇頭町字東山48-5
26 岡山県貨物運送株式会社 名古屋支店 愛知県小牧市大字下末字野本375-2
27 花王ロジスティクス株式会社 稲沢営業所 愛知県稲沢市北麻績町沼1-3
28 蒲郡運送株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町94-8
29 刈急運輸株式会社 物流基地 愛知県知多郡東浦町大字緒川字東栄町133-1

30 河合商運有限会社 本社営業所 愛知県西尾市新在家町中土井11-3
31 カンダコーポレーション株式会社 小牧営業所 愛知県小牧市岩崎字西巾2770-4
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32 株式会社キョウエイファイン 本社 愛知県豊田市寿町8丁目70-1
33 株式会社共同組 本社営業所 愛知県名古屋市港区空見町21
34 共同輸送株式会社 名古屋営業所 愛知県尾張旭市東栄町4丁目12-3
35 株式会社近鉄トランステック 中部オペレーションセンター 愛知県小牧市大字二重堀字中西浦818-1

36 有限会社黒田トラック 本社営業所 愛知県田原市田原町柳町26
37 幸栄運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市中川区荒中町185
38 鴻池運輸株式会社 名古屋西営業所陸運名古屋事業所 愛知県名古屋市港区築地町7-6
39 此花運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町1-24
40 此花運輸株式会社 江南営業所 愛知県江南市力長町若宮11
41 有限会社小林運輸 本社営業所 愛知県清須市春日白弓28-1,29,30,31
42 近藤運送株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市南区菊住2丁目5-12
43 斎藤運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目50

44 佐川急便株式会社 安城営業所 愛知県安城市二本木町東切替69
45 有限会社三洲運輸 本社営業所 愛知県豊橋市大岩町字久保田48-20
46 山陽自動車運送株式会社 稲沢営業所 愛知県稲沢市赤池寺東町66
47 ジェイアール東海物流株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市港区熱田前新田字中川東6-1

48 新三協物流株式会社 小牧営業所 愛知県小牧市大字下末字池田72-1
49 新和運輸株式会社 本社営業所 愛知県弥富市東末広9丁目18-2
50 鈴與自動車運送株式会社 名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村東浜2-1-14
51 西濃運輸株式会社 大府支店 愛知県大府市北崎町遠山200-1
52 西濃運輸株式会社 笠寺支店 愛知県名古屋市南区南野3丁目257
53 西濃運輸株式会社 大曽根支店 愛知県名古屋市東区砂田橋5-10-10
54 センコー株式会社 中部輸送センター 愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹480-1

55 綜合警備保障株式会社 警送愛知支社 愛知県名古屋市西区枇杷島2丁目6-28

56 株式会社相互運輸 本社営業所 愛知県名古屋市中村区並木2丁目58
57 大幸運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区寛政町2丁目25
58 大昭運輸株式会社 本社営業所 愛知県丹羽郡大口町豊田3丁目1
59 タイシン株式会社 本社営業所 愛知県犬山市字角池57-3
60 大進運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市西区枇杷島4丁目17-13

61 ダイセー倉庫運輸株式会社 本社営業所 愛知県小牧市大字西之島1616
62 大東物流株式会社 本社営業所 愛知県東海市南柴田町ハノ割138-28
63 株式会社太平商会 本社営業所 愛知県豊橋市下地町新道4-1-1
64 大宝運輸株式会社 犬山支店 愛知県犬山市字上榎島23-2
65 大宝運輸株式会社 名南支店 愛知県名古屋市港区中川本町3丁目1

66 大和物流株式会社 愛知営業所 愛知県一宮市三ッ井3-2-2
67 中越テック株式会社 名古屋営業所 愛知県小牧市大字本庄字大坪458-1
68 株式会社中部 本社営業所 愛知県春日井市廻間町681-20
69 中部共栄運輸株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町41
70 知立大興株式会社 本社営業所 愛知県知立市西町宮腰20
71 剣運輸有限会社 本社営業所 愛知県半田市有楽町6丁目226-1
72 東海センコー運輸株式会社 小牧営業所 愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹480-1

73 株式会社東海流通システム 本社営業所 愛知県弥富市鯏浦町未新田21-67
74 東江運輸株式会社 東海営業所 愛知県豊川市穂の原3-30
75 東郷運輸株式会社 本社営業所 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字杉ノ木16-1

76 東伸運輸株式会社 本社営業所 愛知県安城市尾崎町堤下10,11-1,11-6

77 道徳運輸株式会社 本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷東ノ割149-8

78 東邦運輸合資会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区稲永2丁目13-51

79 東陽物流株式会社 金城営業所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭1丁目1

80 東陽物流株式会社 西部営業所 愛知県弥富市楠3丁目9-1
81 東陽物流株式会社 東海営業所 愛知県東海市加木屋町御林1-65
82 トヨタ倉庫運輸株式会社 本社営業所 愛知県豊田市堤町道田15,16,17
83 トヨタ輸送株式会社 富士松営業所 愛知県刈谷市今岡町吹戸池7-3
84 トヨタ輸送株式会社 本社営業所 愛知県豊田市元町2
85 トヨタ輸送株式会社 堤営業所 愛知県豊田市堤町寺池77-1
86 トヨタ輸送株式会社 高岡営業所 愛知県豊田市本田町三光6-1

中部

愛知



87 トラスト運輸有限会社 本社営業所 愛知県豊橋市明海町2-34
88 株式会社トレードトラスト 名古屋共配支店 愛知県岩倉市大地新町1丁目16
89 中島丸寛株式会社 本社営業所 愛知県豊橋市東細谷町字一里山89-1

90 長友運輸有限会社 本社営業所 愛知県半田市花園町2丁目9-17
91 名倉運送株式会社 本社営業所 愛知県北設楽郡設楽町西納庫字森上21-6

92 夏目運輸株式会社 豊田営業所 愛知県豊田市堤町寺池89-1
93 南星キャリックス株式会社 豊田営業所 愛知県豊田市荒井町寿田21
94 南星キャリックス株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市南区加福町3丁目1-2

95 南星キャリックス株式会社 知立営業所 愛知県知立市山屋敷町見社89-1
96 新潟運輸株式会社 豊川支店 愛知県豊川市桜町3-3-10
97 日南輸送株式会社 本社営業所 愛知県弥富市操出6-25
98 株式会社日新 本社営業所 愛知県知立市西町宮腰20
99 日発運輸株式会社 豊田配送センター 愛知県豊田市本新町6-20
100 日発運輸株式会社 豊田梅坪営業所 愛知県豊田市東梅坪町5-1-12
101 日発運輸株式会社 中部配送センター 愛知県豊田市鴛鴨町郷上200
102 日本通運株式会社 中部重機建設支店 愛知県東海市名和町二番割下33-1,33-2

103 日本郵便輸送株式会社 名古屋 愛知県名古屋市熱田区六番2-16-14
104 白水運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区船見町30-5
105 株式会社ヒガシトゥエンティワン 名古屋ロジネット事業部 愛知県小牧市下小針中島3丁目164
106 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区千年1丁目1003-1

107 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 豊川営業所 愛知県豊川市大堀町70
108 富士物流株式会社 東海営業所 愛知県東海市名和町中埋田22-1
109 碧南運送株式会社 吉良営業所 愛知県西尾市吉良町瀬戸寄名山2-1,2-4

110 北港運輸株式会社 豊田支店 愛知県みよし市福谷町根浦27-403
111 株式会社マイシン 本社営業所 愛知県豊橋市神野新田町字トノ割15-1

112 株式会社丸運トランスポート東日本 中部支店名古屋営業所 愛知県名古屋市港区宝神1-17,29
113 株式会社マルタパワーズ 名古屋港営業所 愛知県名古屋市港区空見町33
114 株式会社丸二運送 当知営業所 愛知県名古屋市港区当知4丁目407
115 丸輪運送株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区春田野1丁目1801

116 みずしま急配株式会社 本社営業所 愛知県一宮市小赤見字石田57
117 株式会社ミツフジ 本社営業所 愛知県名古屋市港区空見町32
118 三星運送株式会社 本社営業所 愛知県豊橋市若松町字中山569
119 ミナト運輸株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町94-4
120 向島運送株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市南区南野1-20
121 名海運輸作業株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区西倉町1-54
122 株式会社名孝高速 豊明営業所 愛知県豊明市栄町神田21-1
123 名港陸運株式会社 本社営業所 愛知県知多市北浜町24-25
124 名正運輸株式会社 本社営業所 愛知県海部郡飛島村大宝7丁目60
125 名新陸運株式会社 本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場1丁目3，5
126 名鉄運輸株式会社 東海支店 愛知県東海市南柴田町ロノ割95-28
127 名鉄運輸株式会社 小牧支店 愛知県小牧市新小木3-7
128 名鉄運輸株式会社 半田支店 愛知県半田市11号地18-9
129 名鉄運輸株式会社 名古屋西支店 愛知県津島市元寺町2-13-1
130 名鉄運輸株式会社 一宮支店 愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-3

131 名鉄ゴールデン航空株式会社 小牧営業所 愛知県小牧市新小木3丁目7
132 名備運輸株式会社 本社営業所 愛知県小牧市大字入鹿出新田字大島314-1

133 名宝陸運有限会社 本社営業所 愛知県名古屋市港区油屋町3丁目41-1

134 株式会社ＵＡＣＪ物流 名古屋支店 愛知県名古屋市港区千年3丁目101-3

135 株式会社ユーティー・サービス 本社営業所 愛知県豊田市深田町1丁目126-1
136 株式会社ユーネットランス 豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町4-68
137 株式会社陽光 犬山物流センター 愛知県犬山市羽黒新田字米野東3-4
138 レンゴーロジスティクス株式会社 新名古屋営業所 愛知県春日井市明知町字頓明1514-82

139 レンゴーロジスティクス株式会社 豊橋営業所 愛知県豊橋市中原町字大池1
140 株式会社ロジス・ワークス 愛知事業所 愛知県豊川市御津町佐脇浜2号地1-10



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 名鉄急配株式会社 大垣営業所 大垣市内原１丁目４４

2 濃飛倉庫運輸株式会社 高山営業所 高山市上岡本町７－２４９

3 濃飛倉庫運輸株式会社 岐阜輸送センター営業所 岐阜市今嶺４－１７－１

4 濃飛倉庫運輸株式会社 大垣総合物流センター営業所 養老郡養老町船附字村前東５６２－１

5 ダイオーロジスティクス株式会社 中部支店 可児市土田字富士ノ井１７８５

6 ＴＢ物流サービス株式会社 岐阜営業所 岐阜市柳津町丸野３丁目３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社サカイ引越センター 四日市支社 三重県四日市市昌栄町1-6
2 三恵運送株式会社 本社営業所 三重県津市戸木町東出7043
3 澁澤陸運株式会社 三重ターミナル 三重県亀山市田村町字西山1888-16
4 桑栄運輸株式会社 朝日営業所 三重県三重郡朝日町大字縄生字小向新貝55

5 　トナミ運輸株式会社 四日市営業所 三重県四日市市天カ須賀新町1-30
6 株式会社宝輪 本社営業所 三重県鈴鹿市国府町字赤坂5696-1
7 有限会社北武運輸 本社営業所 三重県伊勢市小俣町宮前708-1
8 株式会社ホンダロジスティクス 三重営業所 三重県鈴鹿市庄野羽山3丁目3216-19

No. 事業者名 営業所名 住所
1 北陸高圧ガス運輸株式会社 本社営業所 福井県越前市家久町２９字羅漢田１０－１

2 白山運輸有限会社 本社営業所 福井県越前市千福町１８３
3 名神運輸株式会社 本社営業所 福井県越前市家久町５６字下相塚８－１

4 株式会社サカイ引越センター 福井支社 福井県福井市みのり1丁目８０３－２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 黒山運送株式会社 本社営業所 大阪府堺市美原区南余部２８－１
2 株式会社中原運輸 本社営業所 大阪府東大阪市善根寺町４－７－３６
3 株式会社千代田輸送 本社営業所 大阪府東大阪市箕輪２－４－１３
4 中央運輸興業株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３番２号

5 カトーレック株式会社 摂津営業所 大阪府摂津市東別府１－５－３４
6 高山運輸株式会社 本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町１１－８，８－１９

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社　塚腰運送 上鳥羽営業所 京都府京都市南区上鳥羽大物町５１－１

2 ＳＧムービング　株式会社 京都営業所 京都府京都市伏見区横大路千両松町９７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 尾花運送株式会社 本社営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町２－８－１４

2 全日本ライン株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島６丁目９－４

3 日正運輸株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島４丁目４番
4 加西合同貨物自動車株式会社 本社営業所 兵庫県加西市倉谷町１０３７番地の１
5 塩谷運輸建設株式会社 本社営業所 兵庫県高砂市梅井５－４－１
6 佃運輸株式会社 加古川営業所 兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓１５３８

7 山陽自動車運送株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市花田町加納原田字東高廻シ６９４－１

8 大阪いづみ運輸株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２２番地

9 関栄運輸株式会社 本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区入船町２－３
10 ダイセル物流株式会社 姫路物流センター 兵庫県姫路市網干区新在家１２３９
11 株式会社三陸 本社 兵庫県南あわじ市八木大久保７２２番地の１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヤマト運輸株式会社 香芝支店 奈良県葛城市加守字堂ヶ谷１３６５－４

静岡

岐阜

三重

福井

近畿

大阪

京都

兵庫



2 ヤマト運輸株式会社 橿原支店 奈良県橿原市四分町９９－１
3 ヤマト運輸株式会社 奈良吉野支店 奈良県吉野郡大淀町大字下淵３８４－１

4 トナミ運輸株式会社 奈良営業所 奈良県大和郡山市小泉町字通り田１１１９－１，他5筆

5 株式会社メンテナンス・コシバ 本社営業所 奈良県橿原市飯高町190番地４
6 ミュージックサービス株式会社 本社営業所 奈良県奈良市池田町７６－５
7 福住運輸倉庫株式会社 本社営業所 奈良県天理市福住町４２８２－２
8 福住運輸倉庫株式会社 天理営業所 奈良県天理市櫟本町１４９－１
9 丸八運輸株式会社 本社営業所 奈良県橿原市飯高町１０３－１，１０１－１の一部

10 奈良三笠運輸株式会社 本社営業所 奈良県奈良市針町４６１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運株式会社 大津警送支店 滋賀県大津市中庄２－１－７３
2 菱化ロジテック株式会社 長浜営業所 滋賀県長浜市八幡中山町５４０
3 濃飛倉庫運輸株式会社 栗東輸送センター営業所滋賀県栗東市小野７４５－１
4 濃飛倉庫運輸株式会社 彦根営業所 滋賀県彦根市西沼波町字高橋田３３－２，３４－２

5 イワタニ・エコ・ロジ株式会社 本社営業所 滋賀県湖南市菩提寺３２７－１４
6 三陽輸送株式会社 本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１５

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社大十ロジスティクス 本社営業所 和歌山県海草郡紀美野町長谷９８３番地の１２

2 阪和郵便輸送株式会社　 本社営業所 和歌山県和歌山市紀三井寺字鷹場新田７４２－１１

3 新栄陸運株式会社 本社営業所 和歌山県和歌山市西浜１６６０－６８９

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社カントラロジ 広島営業所 広島県安芸郡海田町国信１丁目５番６号

2 オーケー輸送株式会社 本社 広島県福山市南手城町３丁目１６－１０

3 シモハナ物流株式会社 福山営業所 広島県福山市箕島町３９９－１７
4 株式会社エムケー 本社営業所 広島県東広島市黒瀬町国近クリエイトパーク８番地１

5 広府興産有限会社 本社営業所 広島県広島市佐伯区石内南４丁目２７－５

6 多摩運送株式会社 広島営業所 広島県広島市東区矢賀４丁目１１－２２

7 ワコー物流株式会社 本社営業所 広島県安芸郡海田町南明神町３－７５

8 株式会社KUBOXT 本社営業所 広島県広島市西区草津港２丁目６－１１

9 株式会社ゆだ 広島営業所 広島県三次市南畑敷町８７０－２９
10 株式会社脇地運送 本社営業所 広島県広島市西区草津港２丁目４－２

11 熊野貨物運輸株式会社 本社営業所 広島県安芸郡坂町北新地４丁目５－９

12 株式会社久米組 本社営業所 広島県広島市南区宇品海岸３丁目８－５４

13 渡辺運輸株式会社 本社営業所 広島県広島市安芸区矢野新町２丁目１０－２

14 株式会社ロジコム・アイ 広島営業所 広島県安芸郡坂町北新地１丁目１－３４

15 日本図書輸送株式会社 広島営業所 広島県広島市佐伯区五日市町大字上小深川２２３－７

16 福山ロジスティクス株式会社 福山営業所 広島県福山市東深津町４丁目２０－１

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
（該当なし）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社カントラロジ 岡山営業所 岡山県倉敷市西阿知町１２８６番地
2 株式会社HI-LINE 岡山共配センター 岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０－３

3 富士倉庫株式会社 本社営業所 岡山県岡山市北区大元駅前９－１
4 井上運輸機工株式会社 本社営業所 岡山県岡山市南区浦安本町１７３－１２

No. 事業者名 営業所名 住所

奈良

滋賀

和歌
山

中国
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島根

岡山



1 柚野産業有限会社 本社営業所 山口県防府市大字新田４２２－２
2 日通宇部運輸株式会社 本社営業所 山口県宇部市大字善和字石ヶ谷２０４番地４５

3 防府通運株式会社 本社営業所 山口県防府市大字浜方１１４－２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社豊浜興業 本社営業所 香川県観音寺市豊浜町姫浜１２１０
2 日通香川運輸株式会社 本社営業所 香川県高松市朝日町６丁目８－３
3 セイノースーパーエクスプレス株式会社 高松航空営業所 香川県高松市鶴市町８０
4 株式会社サヌキエクスプレス 本社 香川県東かがわ市川東５－１
5 株式会社北四国産業 本社営業所 香川県高松市郷東町７９６－１４０

No. 事業者名 営業所名 住所
1 東海運株式会社 本社営業所 徳島県板野郡北島町中村字東中州１３-１

2 株式会社セイワ運輸 本社営業所 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島2080-1

3 新居建設運輸株式会社 本社営業所 徳島県徳島市金沢２丁目2-72
4 株式会社四国高速 本社営業所 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓１３番地

5 ヤマト運輸株式会社 海陽センター 徳島県海部郡海陽町四方原字町東35-1,36-1

6 ヤマト運輸株式会社 徳島城東支店 徳島県徳島市城東町194
7 ヤマト運輸株式会社 徳島問屋支店 徳島県徳島市162

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社大窪商店 本社営業所 愛媛県松山市片山甲４－１
2 有限会社大豊陸送 本社営業所 愛媛県松山市山西町９６２番地

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 福岡航空燃料輸送株式会社 本社営業所 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口2304-2

2 毛利運送株式会社 本社営業所 福岡県福岡市博多区吉塚5丁目9-25
3 株式会社上組 福岡営業所 福岡県福岡市中央区那の津3-2-10
4 レンゴーロジスティクス株式会社 小倉営業所 福岡県北九州市小倉北区高浜2-28-1,37-1

5 日西物流株式会社 本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田2丁目37番8号

6 SGムービング株式会社 福岡営業所 福岡県福岡市博多区立花寺1-1-43
7 菊次運送株式会社 本社営業所 福岡県みやま市瀬高町大廣園1093番地2

8 新手運輸有限会社 本社営業所 福岡県京都郡苅田町鳥越町1番地34
9 九州ヤマヨ運輸株式会社 本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町高田2495-1
10 有限会社行橋鎮西運送 本社営業所 福岡県行橋市行事2丁目14-17
11 九州商運株式会社 久留米営業所 福岡県久留米市梅満町248-1
12 大日運輸株式会社 本社営業所 福岡県北九州市門司区新門司北1-6-1

13 菅原産業株式会社 田川営業所 福岡県田川郡香春町大字香春字樋口1642番1

14 株式会社チクホー 大川営業所 福岡県大川市大字中八院658-10
15 九州商運株式会社 古賀営業所 福岡県古賀市青柳1084-1
16 株式会社ロジコム・アイ 福岡営業所 福岡県宮若市水原210
17 高陽輸送株式会社 宮田営業所 福岡県宮若市倉久1468-1
18 福岡陽晃運輸株式会社 本社営業所 福岡県古賀市小山田296-18
19 株式会社三友ロジスティクス 箱崎営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5丁目1-33

20 日正運輸株式会社 北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司3丁目53-2

21 株式会社ホクエー 本社営業所 福岡県古賀市薬王寺1354-1
22 九州名鉄運輸株式会社 福岡東営業所 福岡県糟屋郡宇美町貴船3丁目7番1号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 鳥栖倉庫株式会社 本社営業所 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜４－３

山口

四国

香川

徳島

愛媛

高知

福岡

佐賀



No. 事業者名 営業所名 住所
1 日通長崎運輸株式会社 佐世保営業所 長崎県佐世保市大塔町２００２－１７
2 日通長崎運輸株式会社 本社営業所 長崎県諫早市津久葉町５番地９２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社　青井運送 本社営業所 熊本県人吉市蟹作町字東中通３００
2 有限会社　松石運送 本社営業所 熊本県菊池郡大津町美咲野３丁目１９番地５

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社玖珠運送 本社営業所 大分県玖珠郡九重町大字右田２００６－３

2 株式会社中津急行 本社営業所 大分県中津市大字田尻崎７－１
3 株式会社ジャパンエキスプレス 大分支店 大分県大分市大字下郡字川久保３５２２－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社　マキタ運輸 本社営業所 宮崎県都城市高木町6226-5
2 株式会社　トミシマ 日向本社営業所 宮崎県日向市大字日知屋14864-9
3 日本通運　株式会社 延岡支店営業課 宮崎県日向市大字日知屋字堀川16847-7

4 日本通運　株式会社 宮崎航空支店 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田282、283

5 宮崎運輸　株式会社 小林営業所 宮崎県小林市大字細野字岡652-2
6 株式会社　サンキュウ・トランスポート・九州 日向営業所 宮崎県日向市大字日知屋字古田町52-1、53、59-1

7 有限会社　原田運輸 本社営業所 宮崎県宮崎市下北方町井尻5362-5

No. 事業者名 営業所名 住所
1 松藤商事　株式会社 鹿児島事業所 鹿児島県鹿児島市谷山港３－１－４
2 佐川急便　株式会社 川内営業所 鹿児島県薩摩川内市湯島町３５３５－８

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。
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