
令和２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 丸大トラック株式会社 本社 北海道小樽市高島１－１－３
2 北海道郵便逓送株式会社 小樽 北海道小樽市港町６－２
3 有限会社誠和運輸 本社 北海道樺戸郡新十津川字弥生３－１５

4 三東商事株式会社 本社 北海道砂川市豊沼町１－１０
5 株式会社丸庭佐藤建設 本社 北海道岩見沢市岡山町１８－１０、１９
6 札幌パブリック警備保障株式会社 千歳 北海道千歳市千代田町３丁目８番地
7 北海道西濃運輸株式会社 札幌支店 北海道札幌市白石区川下２１６５－１
8 北海道西濃運輸株式会社 札幌西支店 北海道札幌市西区発寒１５条１４丁目４－１

9 日立物流ダイレックス株式会社 札幌東 北海道札幌市東区中沼町５－３
10 藤本運輸株式会社 本社 北海道小樽市有幌町１－３
11 エア・ウォーター物流株式会社 札幌区域 北海道石狩市新港西２丁目７７９
12 山登運輸株式会社 本社 北海道札幌市東区東雁来４条１－１－２３

13 サッポロコーシュン株式会社 本社 北広島市大曲緑ヶ丘７丁目１７
14 北海道明治大和倉庫株式会社 札幌東 札幌市白石区米里２条４丁目５番１５号

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ニヤクコーポレーション 函館 北海道北斗市七重浜８丁目１２番３号
2 ハクセン貨物運送株式会社 本社 北海道函館市西桔梗町８１９－３の２
3 月寒運輸株式会社 函館支店 北海道北斗市追分３丁目４番７号
4 株式会社カネカ物流 本社 北海道茅部郡森町字砂原西４丁目２１１番７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本図書輸送株式会社 旭川 北海道旭川市工業団地２条２丁目１－１８

2 有限会社ミナト 本社 稚内市朝日６丁目７番１０号
3 札樽自動車運輸株式会社 留萌 北海道留萌市南町４丁目１３３番地２２

4 札樽自動車運輸株式会社 稚内 北海道稚内市末広５丁目７番１９号
5 北海道輸送株式会社 本社 北海道旭川市近文町２０丁目１１２０

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ホッコウ物流株式会社 苫小牧支店 北海道苫小牧市ウトナイ北１丁目２番９号

2 株式会社鈴与カーゴネット北海道 苫小牧 北海道苫小牧市あけぼの町４丁目１番７１号

3 苫小牧埠頭株式会社 晴海 北海道苫小牧市晴海町４３－５３
4 株式会社北海道日新 苫小牧事業所 北海道苫小牧市新明町２丁目３－４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ルート 釧路支店 北海道釧路市西港１丁目１００番地４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社ケイホク運輸 帯広 北海道帯広市西２３条北２丁目１７－３３

2 株式会社新聞協同運輸 帯広 北海道帯広市西２１条北１丁目１番１号

3 日晶運輸株式会社 帯広 北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３６

4 北斗運輸株式会社 本社 北海道河東郡士幌町字士幌西２線１５５－７

5 北海道福山通運株式会社 帯広支店 北海道帯広市西２４条北１丁目４－３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 セイノースーパーエクスプレス株式会社 北見 北海道北見市東相内町２４番地２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 中越テック株式会社 青森営業所 青森県弘前市大字高田３-５－５
2 ヤマダイ興業運輸株式会社 本社営業所 青森県八戸市大字白銀町字砂森４６-１

3 日本通運株式会社 青森支店六ヶ所事業所 青森県上北郡六カ所村大字鷹架字発茶沢１３３-６８
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4 日本通運株式会社 五所川原営業所 青森県五所川原市大字漆川字鍋懸１５１－２３

5 日本通運株式会社 八戸港ロジスティクス営業所 青森県八戸市八太郎5丁目２１－２１

6 日本通運株式会社 青森物流センター事業所 青森県青森市大字山内字丸山３９３－２１４、３９３－２１５

7 日本通運株式会社 青森中央事業所 青森県青森市本町4丁目８－９
8 日本通運株式会社 東青森営業課 青森県青森市南佃1丁目１４－２、１３－１、１４－２先

9 日本通運株式会社 八戸物流センター営業所 青森県八戸市長苗代字下亀谷地２０－１、２３－１１、２３－１２

10 日本チルド物流株式会社 東日本事業部青森事業所 青森県上北郡おいらせ町松原２-１３２-１０

11 株式会社みどり 本社営業所 青森県十和田市大字相坂字高清水７８－４５５

12 黒石貨物自動車株式会社 本社営業所 青森県黒石市大字浜町５０
13 黒石貨物自動車株式会社 弘前営業所 青森県弘前市大字境関亥の宮１５－４

14 シンナナ運輸株式会社 本社営業所 青森県上北郡七戸町字大沢５７－４３

15 株式会社ニヤクコーポレーション 八戸事業所 青森県八戸市豊洲１－２２、２－３５
16 株式会社ニヤクコーポレーション 青森事業所 青森県青森市柳川２丁目１１－１６
17 株式会社バイタルエクスプレス 青森営業所 青森県青森市第二問屋町1丁目３－５

18 株式会社バイタルエクスプレス 八戸営業所 青森県八戸市西白山台６丁目８－５
19 西濃運輸株式会社 弘前営業所 青森県弘前市大字石川字中川原１８９

20 龍北運輸株式会社 青森営業所 青森県青森市本町４丁目６－１７
21 はちえきペトロサービス株式会社 本社営業所 青森県八戸市沼館３丁目６－５
22 はちえきペトロサービス株式会社 七戸営業所 青森県上北郡七戸町字荒熊内６６－１５１

23 カメイ物流サービス株式会社 青森営業所 青森県青森市富田４丁目２８－３８
24 カメイ物流サービス株式会社 弘前営業所 青森県弘前市大字境関字富岳２４－７

25 北海道東北名鉄運輸株式会社 弘前支店 青森県弘前市大字堀越字柳田２４５－１

26 北海道東北名鉄運輸株式会社 八戸支店 青森県八戸市八太郎5丁目２１－２１

27 株式会社佐々木運送 本社営業所 青森県青森市大字石江字三好１６７－２

28 青森綜合警備保障株式会社 青森警送支社 青森県青森市第二問屋町三丁目１－６３

29 青森三八五流通株式会社 六ヶ所営業所 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６９

30 株式会社東北高速道青森 本社営業所 青森県青森市新城字福田１５６－１
31 佐川急便株式会社 五所川原営業所 青森県五所川原市大字金山字亀ヶ岡４６－１６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本梱包運輸倉庫株式会社　 花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第３地割３３３－１

2 株式会社大崎 岩手営業所 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里２３－１

3 近物レックス株式会社 北上営業所 岩手県北上市流通センター１８３－１８ 

4 有限会社中山運送 本社営業所 岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢１１６－１ 

5 株式会社バイタルエクスプレス 北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１番地７３ 

6 株式会社バイタルエクスプレス 一関営業所 岩手県一関市萩荘字上中田１１６番地１

7 有限会社山城運輸 本社営業所 岩手県陸前高田市竹駒町字館１１７－２、３ 

8 株式会社ライフサポート・エガワ東北 盛岡支店 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２番地１６ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社仙台配送 本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－２４ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ヨコウン株式会社 秋田営業所 秋田県秋田市御所野湯本五丁目１－４５

2 ヨコウン株式会社 秋田港営業所 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山８－１

3 ヨコウン株式会社 秋田南営業所 秋田県秋田市御所野湯本１－１－１０

4 株式会社バイタルエクスプレス 横手営業所 秋田県横手市卸町９－８

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社丸の内運送 本社営業所 山形県寒河江市高田３丁目８４－１

No. 事業者名 営業所名 住所
（該当なし）福島
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No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社青葉 本社営業所 東京都江東区新木場１－７－１９
2 株式会社ハヤシ配送サービス 本社営業所 東京都墨田区緑２－６－５
3 株式会社藤倉運輸 本社営業所 東京都足立区神明南２－１－２
4 西町運送株式会社 本社営業所 東京都北区西ヶ丘１－１－５
5 七福運送株式会社 本社営業所 東京都新宿区南元町１２
6 四国名鉄運輸株式会社 東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１
7 株式会社日本空港ロジテム 羽田営業所 東京都大田区平和島６－１－１ 東京流通センター物流ビルＢ棟３Ｆ ＢＥ３－２～５

8 東西配送株式会社 日野営業所 東京都日野市日野台２－３９－３
9 株式会社アベ 本社営業所 東京都江東区辰巳３－１９－１４
10 峯岸運輸株式会社 本社営業所 東京都府中市若松町４－５２－１６
11 東亜物流株式会社 本社営業所 東京都江戸川区一之江１－９－１３
12 ＳＧムービング株式会社 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ営業所 東京都江東区新砂３－２－９
13 藤和運輸株式会社 本社営業所 東京都板橋区志村３－３０－１０
14 北多摩運送株式会社 八王子営業所 東京都八王子市小宮町３２４
15 株式会社エム・エスサービス 本社営業所 東京都江戸川区篠﨑町４丁目６番３号

16 株式会社ギンテック 港南営業所 東京都港区港南３－４－１２
17 自由ヶ丘運送有限会社 本社営業所 東京都目黒区緑が丘２－６－１５
18 ＳＢＳ即配サポート株式会社 辰巳営業所 東京都江東区辰巳３－１２－１
19 株式会社東邦運輸 立川営業所 東京都立川市西砂町４－６－４
20 千代田運送株式会社 町田営業所 東京都町田市本町田２９７４－１
21 アイシーエクスプレス株式会社 本社営業所 東京都大田区昭和島２－４－１
22 株式会社ふそう運搬社 東陽町営業所 東京都江東区東陽２－２－１１
23 力運送株式会社 本社営業所 東京都大田区多摩川２－２７－２８
24 東京トラック運送株式会社 葛西支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１
25 日本コンテナ輸送株式会社 京浜支店 東京都品川区八潮２－７－８
26 札樽自動車運輸株式会社 東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１
27 東京トラック運送株式会社 江東営業所 東京都江東区新砂１－１３－１３
28 株式会社トーハイ 臨海営業所 東京都江戸川区臨海町４－３－１
29 株式会社日立物流南関東 京浜輸送営業所 東京都大田区平和島５－３－２
30 株式会社イワショウ 本社事業所 東京都板橋区赤塚４－３２－２１
31 菱倉運輸株式会社 東京営業所 東京都大田区東海４－３－１０
32 株式会社トートラ 練馬営業所 東京都練馬区豊玉中３－１２－３
33 早川海陸輸送株式会社 東京営業所 東京都大田区東海４－９－７
34 大和システム運輸株式会社 本社営業所 東京都八王子市大和田町１－１２－８
35 信濃運輸株式会社 本社営業所 東京都江戸川区臨海町４ー２ー１
36 宇徳ロジスティクス株式会社 東京営業所 東京都大田区東海５－５－３
37 株式会社三村運送 八王子営業所 東京都八王子市高倉町２２－１２
38 株式会社あやめ運輸 本社営業所 東京都豊島区南大塚１－１４－１２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社原田運送　 本社営業所 神奈川県横須賀市長井１－１７－４ 
2 株式会社金谷商運　 横浜営業所 神奈川県横浜市中区錦町１５ 
3 株式会社ヤマザキ物流　 横浜営業所 神奈川県横浜市都筑区東方町１５７ 
4 株式会社清和サービス　 本社営業所 神奈川県相模原市中央区宮下３丁目９番１８号

5 株式会社イワサワ　 神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区小島町３－２２ 

6 日通川崎運輸株式会社　 本社営業所 神奈川県川崎市高津区下野毛２丁目１４番１号 

7 三和運輸機工株式会社　 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区白石町７－６
8 馬淵物流株式会社　 追浜営業所 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－２７ 

9 湘南物流株式会社　 本社営業所 神奈川県厚木市下津古久９１ 
10 藤木陸運株式会社　 横浜営業所 神奈川県横浜市中区新山下３－８－４５ 

11 早川海陸輸送株式会社　 横浜営業所 神奈川県横浜市中区かもめ町２３－１ 

12 総合物流サービス株式会社　 厚木営業所 神奈川県厚木市上依知３００７－７ 
13 有限会社結城商事輸送　 本社営業所 神奈川県横浜市港北区菊名７－７－１７ 

14 株式会社大崎　 京浜営業所 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１ 
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15 株式会社ロジコム・アイ　 藤沢営業所 神奈川県藤沢市桐原町１５－２　
16 日通横浜運輸株式会社　 南町田事業所 神奈川県横浜市瀬谷区北町２５－９
17 アシオ運輸株式会社　 鶴見営業所 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７ 
18 センコーエーラインアマノ株式会社 神奈川営業所  神奈川県足柄上郡中井町井の口字大的下２４４４－８  

19 株式会社アスカ・コーポレーション　 本社営業所 神奈川県厚木市森の里青山１４－１ 
20 都輸送株式会社　 小田原第一営業所 神奈川県小田原市中新田１５－１ 
21 有限会社新徳運輸　 本社営業所 神奈川県厚木市下川入３３７－１
22 向島運送株式会社　 神奈川営業所 神奈川県川崎市川崎区四谷下町２６－４４ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社井上運送 本社営業所 埼玉県熊谷市大字太井字堂免1486-2

2 青翔運輸株式会社 本社営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字鷲巣110-2

3 協同貨物自動車株式会社 熊谷営業所 埼玉県熊谷市下奈良1623
4 株式会社曙運輸 本社営業所 埼玉県越谷市宮本町1-118-1
5 エヌピー運輸関東株式会社 新座営業所 埼玉県所沢市南永井字窪野466-6
6 株式会社誠光運輸 さいたま営業所 埼玉県越谷市袋山1467-1
7 株式会社野沢運輸 本社営業所 埼玉県比企郡吉見町大字本沢137
8 大晴興業運輸株式会社 本社営業所 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1703

9 有限会社ムサシ運輸 本社営業所 埼玉県入間市大字狭山ケ原字131-1

10 株式会社ホンダロジスティクス 狭山パーツ物流センター 埼玉県狭山市新狭山1-12-5
11 有限会社神山運輸 本社営業所 埼玉県入間郡越生町大字古池171-1

12 新雪運輸株式会社 三郷営業所 埼玉県三郷市インター南1-3-5
13 ワールド運輸株式会社 埼玉営業所 埼玉県吉川市大字小松川字新道635-1

14 ワーレックス株式会社 東松山営業所 埼玉県東松山市大字新郷88-11
15 直販配送株式会社 戸田営業所 埼玉県戸田市大字新曽字芦原2454番地

16 有限会社豊栄流通サービス 本社営業所 埼玉県熊谷市大字広瀬128-1
17 千代田運送株式会社 埼玉営業所 埼玉県新座市畑中1丁目23-23-1階
18 千代田運送株式会社 新座営業所 埼玉県新座市畑中1丁目23-23
19 千代田運送株式会社 川越営業所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東13番地9号

20 千代田運送株式会社 三郷営業所 埼玉県八潮市大字八條2792番
21 株式会社シード 関東事業所 埼玉県さいたま市南区内谷7丁目6番21号

22 株式会社ヒューテックノオリン 関東支店第二センター 埼玉県越谷市流通団地2-3-5
23 株式会社新木商事 本社営業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷195-1
24 株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 埼玉営業所 埼玉県白岡市篠津730
25 高田運輸株式会社 本社営業所 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1273-1

26 株式会社井ノ瀬運送 熊谷西営業所 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下山101番地2

27 カンダコーポレーション株式会社 熊谷営業所 埼玉県熊谷市中奈良字横塚499
28 株式会社モテギ 本社営業所 埼玉県深谷市幡羅町1-11-11
29 富士運送株式会社 本社営業所 埼玉県本庄市東五十子715-1
30 東京西部陸送株式会社 本社営業所 埼玉県戸田市川岸3-7-19
31 株式会社オオタ陸運 本社営業所 埼玉県八潮市大字浮塚837-15
32 王子陸運株式会社 埼玉営業所 埼玉県新座市大和田2-1-61
33 株式会社ランテック 関越支店 埼玉県比企郡川島町大字戸守字荒神前500番1

34 浦島サービス株式会社 埼玉営業所 埼玉県川口市東領家5-15-22　ムラカミビル202

35 有限会社アルファプロ 本社営業所 埼玉県さいたま市西区飯田字前田428-10

No. 事業者名 営業所名 住所
1 ＳＢＳロジコム関東株式会社 伊勢崎支店 群馬県伊勢崎市飯島町１０８
2 株式会社エキソー 本社営業所 群馬県太田市新田反町町３７１－１
3 ＳＢＳロジコム関東株式会社 高崎営業所 群馬県佐波郡玉村町上茂木１００
4 関東マルエス株式会社 群馬営業所 群馬県太田市新田村田町２０３６－２
5 丸文運輸株式会社 本社営業所 群馬県高崎市下佐野町６７－２
6 有限会社水沢運輸 本社営業所 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田２００７－２

7 高橋商運有限会社 本社営業所 群馬県利根郡昭和村大字川額１１８２
8 ＳＢＳロジコム株式会社 館林支店 群馬県邑楽郡板倉町除川１８５６

関東

埼玉



9 株式会社協栄運輸 本社営業所 群馬県高崎市高浜町１４６３－１
10 中一運輸倉庫株式会社 本社営業所 群馬県伊勢崎市三室町６２０１－５
11 株式会社ミツミ 本社営業所 群馬県前橋市粕川町込皆戸３８０－２
12 新潟運輸株式会社 高崎支店 群馬県高崎市元島名町字中子１２２９他２筆

13 カンダ物流株式会社 北関東主管営業所 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛１１７３－１

14 札樽自動車運輸株式会社 北関東営業所 群馬県伊勢崎市三室町５２８４－１
15 渡辺運輸倉庫株式会社 本社営業所 群馬県太田市龍舞町４６４９－１
16 群馬小型運送株式会社 本社営業所 群馬県高崎市中大類町１１８－３
17 日本陸送株式会社 本社営業所 群馬県太田市清原町２－６
18 株式会社たくゆう 本社営業所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸１２８１

19 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社 群馬営業所 群馬県佐波郡玉村町大字宇貫６０３
20 太田運輸株式会社 本社営業所 群馬県太田市清原町２－４
21 株式会社太陽運輸 本社営業所 群馬県前橋市五代町６７７－２
22 新田産業株式会社 本社営業所 群馬県太田市新田反町町１０７－２
23 小山総業有限会社 本社営業所 群馬県前橋市高井町１－３０－４
24 関東運輸株式会社 本社営業所 群馬県前橋市下佐鳥町４６８－１
25 堤自動車運送株式会社 本社営業所 群馬県高崎市上大類町１０２５
26 高崎貨物自動車株式会社 高崎営業所 群馬県高崎市飯塚町７２７
27 きりしんビジネスサービス株式会社 本社営業所 群馬県桐生市錦町２－１５－２１
28 みどり運送有限会社 本社営業所 群馬県高崎市倉賀野町１８３３－１５
29 株式会社群馬ロジテム 大泉営業所 群馬県邑楽郡大泉町仙石２－２５－１
30 清水商運株式会社 本社営業所 群馬県前橋市上佐鳥町４６２－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 レンゴーロジスティクス株式会社 千葉営業所 千葉県佐倉市大作１－７－１
2 ＳＢＳロジコム関東株式会社 君津支店 千葉県君津市坂田３９－５
3 株式会社トーショー 千葉営業所 千葉県袖ヶ浦市椎の森３８５－１６
4 銚子通運株式会社 銚子営業所 千葉県銚子市三崎町２－２６１６
5 銚子通運株式会社 小見川営業所 千葉県香取市小見川字道の下６９２
6 京葉ロジコ株式会社 茂原営業所 千葉県茂原市東郷１８６５
7 京葉ロジコ株式会社 市原営業所 千葉県市原市五井南海岸３６
8 株式会社デイリートランスポート 船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町２４－３
9 有限会社日暮小型運送 本社営業所 千葉県佐倉市並木町２４０
10 昭和運送興業株式会社 本社営業所 千葉県館山市湊４９３
11 有限会社旭液輸送 本社営業所 千葉県旭市鎌数９５７－３
12 株式会社長太 本社営業所 千葉県市原市五井８８０１
13 一宮運輸株式会社 船橋営業所 千葉県船橋市高瀬町２１－２
14 株式会社サンロジスティックス 千葉営業所 千葉県印西市松崎台２－６－１
15 さくら物流株式会社 本社営業所 千葉県市原市松ヶ島１９５番地７
16 シンワ運輸東京株式会社 千葉営業所 千葉県千葉市美浜区新港８８
17 株式会社イワサワ 千葉営業所 千葉県浦安市鉄鋼通り１－６８－５
18 千代田運送株式会社 松戸営業所 千葉県松戸市新松戸南３丁目１５０番地の４

19 千代田運送株式会社 八街営業所 千葉県八街市山田台１８０番地
20 ジャスト物流株式会社 千葉営業所 千葉県印西市浦部１１３４番地１
21 石田運送株式会社 野田営業所 千葉県野田市はやま２２－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 高塚運送株式会社 本社営業所 茨城県古河市西間中橋３５－２３
2 八紘運輸株式会社 本社営業所 茨城県牛久市小坂町字鹿ヶ作３３９８－１１７

3 株式会社日昭丸運 本社営業所 茨城県日立市宮田町３４８４番地
4 勝田環境株式会社 運輸部営業所 茨城県ひたちなか市大字津田字砂沢２５５４－２，６

5 日本梱包運輸倉庫株式会社 筑西営業所 茨城県筑西市辻１８９３－１
6 新三協物流株式会社 石岡営業所 茨城県石岡市柏原１０番地
7 株式会社誠光運輸 本社営業所 茨城県ひたちなか市山崎１４１－３
8 茨城倉庫株式会社 本社営業所 茨城県水戸市木葉下町字富士山２９２－２２

千葉

群馬



9 日本ロジテム株式会社 茨城営業所 茨城県守谷市緑１－２－９
10 綜合警備保障株式会社 茨城支社茨城警送支店 茨城県笠間市旭町６００－１，６００－４

11 安立サービス株式会社 古河営業所 茨城県古河市西牛谷３７９－１
12 安立サービス株式会社 北茨城営業所 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷６４４－４１

13 株式会社ロジス・ワークス 茨城配送センター 茨城県古河市丘里１３番地６
14 株式会社ジェーラインエクスプレス 水戸営業所 茨城県水戸市酒門町４４０８－２
15 ダイセーロジスティクス株式会社 茨城営業所 茨城県古河市茶屋新田２２－４
16 北関東物流株式会社 茨城営業所 茨城県東茨城郡茨城町小幡２７６６－１１１

17 株式会社岡野運送 本社営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉字新宿山１８３８番

18 株式会社日警 本社営業所 茨城県水戸市萱場町１０４１－３
19 センコーエーラインアマノ株式会社 つくば営業所 茨城県つくば市大字谷田部字漆出口２２２１－３

20 株式会社NSロジ鹿島 本社営業所 茨城県鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内７２－１街区２号

21 株式会社福井屋 本社営業所 茨城県日立市留町２５００
22 青翔運輸株式会社 茨城営業所 茨城県古河市髙野３４５－２
23 株式会社トレンディ茨城 本社営業所 茨城県水戸市谷津町１－３０
24 株式会社マルイワ 本社営業所 茨城県筑西市小川１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 群馬郵便逓送株式会社 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市江曽島町字関道１１４３－２

2 有限会社関東実行センター 本社営業所 栃木県小山市大字外城字上台１５７－３

3 有限会社永瀬運送店 本社営業所 栃木県佐野市田島町１９２－２
4 名鉄運輸株式会社 足利支店 栃木県足利市野田町字米田１１２０－２３

5 有限会社野中運送店 本社営業所 栃木県鹿沼市茂呂１０５４－６
6 大沢運送有限会社 本社営業所 栃木県日光市大沢町１０８９－６
7 ＳＢＳロジコム関東株式会社 矢板支店 栃木県矢板市こぶし台５－１
8 ヒタチ株式会社 宇都宮ハブセンター 栃木県真岡市長田４－６－１３
9 日通宇都宮運輸株式会社 鹿沼営業所 栃木県鹿沼市大字茂呂字岩石５９９－２

10 日通宇都宮運輸株式会社 小山営業所 栃木県下野市下坪山１７２３
11 日通宇都宮運輸株式会社 宇都宮中央営業所 栃木県宇都宮市平出工業団地１７－７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 佐川急便株式会社 山梨支店 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島８８９－１

2 ヤマト運輸株式会社 甲府東支店 山梨県甲府市住吉４丁目２２番１５号

3 ヤマト運輸株式会社 塩山センター 山梨県甲州市塩山下於曽６５５－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 サニー商運株式会社 上越営業所 新潟県上越市大字黒井字谷内２５９８－３１

2 小関梱包運輸有限会社 本社営業所 新潟県燕市大字小関字野中１１２７－１

3 新潟トラック運送株式会社 新潟営業所 新潟県新潟市西区流通センター６丁目３番地５

4 新潟名鉄運輸株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区姥ケ山４３５
5 新潟名鉄運輸株式会社 長岡支店 新潟県長岡市高見町字畑直６００
6 新潟名鉄運輸株式会社 上越営業所 新潟県上越市大字下荒浜３８８－１
7 柏崎運送株式会社 本社営業所 新潟県柏崎市荒浜３丁目１３－９６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 北安陸送株式会社 松本物流センター 長野県松本市大字島立字水無３７８４ー２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運株式会社 富山支店 富山県富山市上冨居１丁目２番１６号

2 富山運輸株式会社 本社営業所 富山県富山市婦中町西本郷６１６－１

3 株式会社長谷川運輸 本社 富山県射水市青井谷字丸山６２８－１

4 有限会社西野産業 本社営業所 富山県富山市大栗７１
5 有限会社北陸旭輸送 本社営業所 富山県南砺市殿６４１－５
6 富山県トラツク株式会社 本社 富山県富山市水橋沖１８８

栃木
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7 株式会社ロジスティクス坂尻 富山営業所 富山県射水市今井４２８番１、４２８番２、４２９番

No. 事業者名 営業所名 住所
1 丸運トラック株式会社 金沢営業所 石川県金沢市湊１丁目５５－３４
2 みなと梱包運送株式会社 本社営業所 石川県能美郡川北町字橘２６０番地１

3 ラニイ福井貨物株式会社 小松支店 石川県小松市二ツ梨町リ２５－１
4 北本運輸株式会社 本社営業所 石川県白山市竹松町３２９
5 株式会社丸伸インダストリ 本社営業所 石川県金沢市専光寺町チ１－１
6 株式会社サカイ引越センター 石川支社 石川県金沢市千木町ル６７－１
7 大聖寺運輸株式会社 本社営業所 石川県小松市御館町乙４２－１
8 甲信越福山通運株式会社 能登営業所 石川県かほく市高松ア１８－９
9 濃飛西濃運輸株式会社 加賀支店 石川県加賀市分校町カ１８０番１
10 西濃北陸エキスプレス株式会社 金沢営業所 石川県白山市横江町９８０番地

No. 事業者名 営業所名 住所
1 アイカイ物流株式会社 本社営業所 愛知県海部郡飛島村東浜２－１－１０
2 株式会社アイティー物流 東海営業所 愛知県東海市浅山三丁目７６番地
3 アクロストランスポート株式会社 稲沢営業所 愛知県稲沢市下津牛洗町７９－３
4 伊藤運輸株式会社 半田営業所 愛知県半田市日東町１番２１号内
5 揖斐川工業運輸株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－３０３－５

6 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 小牧物流センター 愛知県小牧市小牧原４－１０４
7 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 祖父江営業所 愛知県稲沢市祖父江町大字山崎字土井平４７－６

8 ＭＤロジス産機サービス株式会社 新城営業所 愛知県新城市有海字鳥影１番地１
9 株式会社ＯＴＳＵＫＡ 本社営業所 愛知県名古屋市西区見寄町９６
10 岡田運輸株式会社 名古屋支店 愛知県東海市新宝町４
11 春日運送株式会社 本社営業所 愛知県高浜市芳川町１－５－３０
12 金田運輸株式会社 本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－３０
13 株式会社川紀運輸 本社営業所 愛知県北名古屋市沖村山ノ神３
14 有限会社菊池運輸 本社営業所 愛知県名古屋市西区中小田井三町目５３番地の１

15 協立運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市守山区幸心４丁目４３８

16 港友運輸株式会社 飛島営業所 愛知県海部郡飛島村材木場２丁目１３３－１５

17 興和運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市天白区井の森町２６
18 興和運輸株式会社 藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前３－６０８
19 櫻物流センター株式会社 本社営業所 愛知県一宮市三ツ井５丁目１８番１７号

20 三興陸運株式会社 港営業所 愛知県海部郡飛島村東浜２－２３－２
21 三糧輸送株式会社 知多営業所 愛知県知多市北浜町２４－５
22 志村梱包株式会社 本社営業所 愛知県小牧市三ツ渕字中播州３３７
23 昌和商事株式会社 一宮営業所 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田１１－２

24 信州名鉄運輸株式会社 名古屋支店 愛知県小牧市新小木３－７
25 株式会社杉田商店 本社営業所 愛知県半田市港町３－１２６
26 株式会社鈴与カーゴネット名古屋 本社営業所 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目１３８番地

27 誠栄産業株式会社 本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１
28 誠栄物流商事株式会社 本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１
29 総和運輸株式会社 下市場営業所 愛知県豊田市下市場町３丁目１９番地

30 中日運送株式会社 本社営業所 愛知県清須市須ヶ口１９００番地１
31 ＴＢ物流サービス株式会社 田原営業所 愛知県田原市浦町鬼塚３９－２２、３９－２３

32 ＴＢ物流サービス株式会社 猿投営業所 愛知県豊田市亀首町金山８８番地
33 東海運送有限会社 本社営業所 愛知県豊橋市菰口町６－４
34 株式会社東海興運 本社営業所 愛知県安城市篠目町二夕又１７－１
35 有限会社東海ライン 本社営業所 愛知県一宮市大和町苅安賀字中西之杁４－１、４－２

36 株式会社トクタク 本社営業所 愛知県一宮市萩原町滝字薬師６
37 常滑運輸株式会社 本社営業所 愛知県常滑市金山字上砂原１２１番地

38 鳥居運送株式会社 岡崎支店 愛知県岡崎市日名北町４－１
39 中島急送株式会社 本社営業所 愛知県岡崎市北野町樫ノ木１９－１

石川
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40 日豊高速運輸株式会社 安城営業所 愛知県安城市井杭山町一本木５番地１０

41 丹羽商株式会社 本社営業所 愛知県豊田市御船町山ノ神５６番地２７９

42 有限会社八光 本社営業所 愛知県豊田市本町石根３
43 平野商運株式会社 本社営業所 愛知県津島市老松町４９番地１
44 富士運輸株式会社 セントレア支店 愛知県常滑市セントレア３丁目１４－６

45 富士運輸株式会社 名古屋支店 愛知県小牧市下小針中島３－２９６－１

46 株式会社藤城運輸 本社営業所 愛知県田原市加治町恩中５９－２
47 伏見運送株式会社 名古屋支店 愛知県東海市荒尾町見晴２５番１
48 藤原運送株式会社 本社営業所 愛知県豊川市宿町弥重１４７、１４８
49 株式会社プレジャー 本社営業所 愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田１５８

50 碧海急送株式会社 本社営業所 愛知県安城市根崎町西新切５０
51 株式会社松下運輸 豊橋営業所 愛知県豊橋市東七根町字一の沢１１１番地

52 丸う運輸株式会社 本社営業所 愛知県弥富市中山町松山１－５１
53 丸全昭和運輸株式会社 中部特輸営業所 愛知県東海市名和町後酉８７番地１
54 丸半運輸株式会社 本社営業所 愛知県半田市字山崎町１１
55 株式会社睦運送 本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－５７
56 株式会社名誠組 本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場２－１３６－９

57 名東急送株式会社 本社営業所 愛知県三好根浦特定土地区画整理８街区１１番

58 森川運輸株式会社 本社営業所 愛知県名古屋市南区忠次１－３－２０
59 由良陸運株式会社 本社営業所 愛知県弥富市楠三丁目１５番地２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社辰巳商会 富士営業所 静岡県富士市厚原字八反田２１６－１

2 株式会社竜洋運輸 本社営業所 静岡県磐田市竜洋稗原字村北１２－１

3 レンゴーロジスティクス株式会社 清水営業所 静岡県静岡市清水区渋川字原２００

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運株式会社 高山営業支店 岐阜県飛騨市古川町上町字柳ケ坪８５５－１，２，３，５，他

2 日本通運株式会社 岐阜航空支店貨物センター 岐阜県岐阜市宇佐南２丁目１番３ 
3 未来運輸株式会社 本社営業所 岐阜県安八郡輪之内町塩喰２６４５－４ 

4 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 各務原営業所 岐阜県各務原市各務山の前町２－３２７－３ 

5 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 西濃営業所 岐阜県大垣市上屋２－２９－１ 
6 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 東濃営業所 岐阜県中津川市茄子川１６４６－２７ 

7 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 飛騨流通センター 岐阜県高山市国府町三日町３７－１ 

8 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 岐阜営業所 岐阜県岐阜市蔵前２－１－１２ 
9 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 可児営業所 岐阜県可児市川合２６２０－１ 
10 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 飛騨燃料センター 岐阜県高山市国府町上広瀬６３－１ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 アイサン物流株式会社 本社営業所 三重県三重郡菰野町大字下村字佃４３番地１

2 伊井運輸株式会社 本社営業所 三重県三重郡川越町豊田５８１
3 三栄運輸株式会社 本社営業所 三重県伊賀市千歳字池之谷１５０７番地１７

4 塩浜工運株式会社 本社営業所 三重県四日市市大字六呂見字白子堀９０７－１

5 大日運輸株式会社 川越営業所 三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３５－１

6 トーケントランスポート株式会社 本社営業所 三重県津市芸濃町椋本字山中５１０１－１

7 株式会社トーショー 四日市営業所 三重県四日市市楠町小倉字横手１７６３

8 日通三重自動車運送株式会社 本社営業所 三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８

9 豊栄物流株式会社 本社営業所 三重県亀山市野村町字太古場１７８９－９０

10 三重西濃運輸株式会社 鈴鹿西営業所 三重県鈴鹿市中富田町字東浦５８－５ 

11 三重西濃運輸株式会社 伊勢営業所 三重県度会郡玉城町宮古字白石谷２２６１ 

12 三重西濃運輸株式会社 四日市支店 三重県四日市市日永１丁目９３５－１ 
13 三重西濃運輸株式会社 上野支店 三重県伊賀市千歳下水８１－１ 
14 株式会社ロジス・ワークス 三重事業所 三重県いなべ市北勢町麻生田１３２６－１ 

No. 事業者名 営業所名 住所
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1 佐川急便株式会社 丸岡営業所 福井県坂井市丸岡町小黒６４字丸岡道１番

2 福井車輌輸送株式会社 本社営業所 福井県越前市家久町５４－１３－２
3 トナミ運輸株式会社 福井支店 福井県福井市今市町１１－７－１
4 有限会社村井運送 福井営業所 福井県福井市二の宮５丁目１８２７
5 澁澤陸運株式会社 福井ターミナル 福井県坂井市坂井町木部東２８字出口１５－３

6 日通トランスポート株式会社 小浜営業所 福井県小浜市上野第３７号３０番地１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社泉州物流サービス 本社営業所 大阪府堺市中区東山１１０８番地
2 大阪トランスポート株式会社 本社営業所 大阪府堺市中区東山１１０8番地
3 大阪トヨペットロジスティック株式会社 本社 大阪府高槻市芝生町４丁目６番２号
4 三浦運輸株式会社 本社営業所 大阪府守口市南寺方東通2-10-15
5 丸和運輸株式会社 本社大阪営業所 大阪府大阪市福島区海老江2-5-28
6 飯田物流株式会社 本社営業所 大阪府八尾市陽光園1-1-22
7 株式会社屋良運送 本社営業所 大阪府大阪市西淀川区大野1-1-16
8 レンゴーロジスティックス株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-15-28

9 ワールド運輸株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市中新開1-3-17
10 興栄運輸株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市加納5-5-10
11 株式会社ダイトク 本社営業所 大阪府摂津市新在家2-1-1
12 吉田運送株式会社 本店 大阪府大阪市東淀川区豊里7-33-23

No. 事業者名 営業所名 住所
（該当無し）

No. 事業者名 営業所名 住所
1 エービーカーゴ西日本株式会社 西宮営業所 兵庫県西宮市津門飯田町２－１１７
2 有馬運輸株式会社 本社営業所 兵庫県三田市中町２－１０
3 平野エクスプレス株式会社 本社営業所 兵庫県神戸市西区平野町西戸田４３７－２

4 株式会社日笠運送 本社営業所 兵庫県高砂市曽根町１７７７
5 株式会社ISC 本社営業所 兵庫県たつの市揖西町土師１丁目１０４

6 河野トラック株式会社 本社営業所 兵庫県姫路市白浜町丙１５２－１
7 株式会社龍野塩回送店 本社営業所 兵庫県たつの市揖西町小畑字亀ヶ坪９５－２

8 株式会社丸鹿 本社営業所 兵庫県姫路市夢前町前之庄１９９１
9 有限会社丸福物流サービス 本社営業所 兵庫県宍粟市山崎町川戸１８４１
10 株式会社日高興産運輸 本社営業所 兵庫県豊岡市日高町久斗７５

No. 事業者名 営業所名 住所
1 藤俊運輸株式会社 本社営業所 奈良県北葛城郡河合町大字池部151-2、151-4

2 ヤマト運輸株式会社 十津川センター 奈良県吉野郡十津川村大字小原５６３番１、５６３番２

3 株式会社讀宣運輸 奈良営業所 奈良県大和郡山市池沢町203-7

No. 事業者名 営業所名 住所
1 佐川急便株式会社 彦根営業所 滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字五反地４６３－１

2 両備トランスポート株式会社 滋賀営業所 滋賀県彦根市野田山町７３６番３
3 愛知車輌興業株式会社 滋賀営業所 滋賀県東近江市宮川町２３６番地２
4 株式会社坂口運送 本社営業所 滋賀県栗東市手原８－２－２２
5 株式会社滋賀運送甲賀 水口支店 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘８

No. 事業者名 営業所名 住所
1 日本通運株式会社 インター事業所 和歌山県和歌山市満屋字西側１３０－１０

2 レンゴーロジスティクス株式会社 和歌山営業所 和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田１６４５－７

3 こおの交通株式会社 本社 和歌山県紀の川市桃山町調月１６２４番地６

4 日本通運株式会社 紀南営業所 和歌山県田辺市新圧町田鶴１７４５－３

福井
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No. 事業者名 営業所名 住所
1 飯田運送株式会社 本社営業所 広島県廿日市市大野９８１－１
2 株式会社エーディジャパン 本社営業所 広島県福山市曙町４丁目４番８号
3 株式会社岡明運送 矢野営業所 広島市安芸区矢野新町２丁目２－２２
4 沖藤運送株式会社 本社 広島県福山市南手城町３丁目１６－１０

5 株式会社カミオカ 本社営業所 広島市安佐北区可部９丁目２８－６
6 極東輸送株式会社 東部営業所 広島県安芸郡坂町北新地４－５－２０
7 幸栄運輸株式会社 広島営業所 広島市西区山田町５３９－４
8 株式会社河野 広島東営業所 広島県東広島市志和町志和東10895-336

9 有限会社サンキ・メディハート 本社 広島市西区草津港３丁目３－３３
10 株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 福山営業所 広島県福山市曙町６丁目７－２
11 西部物流株式会社 本社 広島県福山市箕沖町１０５－１７
12 株式会社中四国丸和ロジスティクス 福山営業所 広島県福山市山手町５丁目３０－２３
13 日本図書輸送株式会社 広島営業所 広島市佐伯区五日市町大字上小深川223-7

14 株式会社ネストロジスティクス 広島東営業所 広島市東区馬木７丁目１９８４
15 能美運輸株式会社 本社 広島県江田島市能美町大字鹿川３０７１－４

16 株式会社ノースライナー 本社 広島県廿日市市梅原２丁目３番１４号
17 広島急送株式会社 本社営業所 広島市安佐北区口田町８７３－８
18 福山ドリーム運輸株式会社 本社営業所 広島県福山市箕沖町１０５－１８
19 福良運輸株式会社 本社営業所 広島県廿日市市大野２丁目５－８
20 有限会社扶桑物流 本社営業所 広島県福山市駅家町上山守１０８－３
21 有限会社丸善運送 本社営業所 広島県福山市南本庄１－１－７
22 株式会社ユーシントランスポート 本社営業所 広島県呉市天応大浜４丁目１－１

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 日生運輸株式会社 御津ロジックス営業所 岡山市北区御津高津１２０－１０
2 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 常温岡山センター 都窪郡早島町大字早島４３５８－６
3 陸照運輸株式会社 本社営業所 倉敷市田ノ上７９２
4 株式会社生興運送 本社営業所 井原市木之子町３３９５番地
5 株式会社辰巳商会 水島営業所 倉敷市松江４丁目１１５６－９
6 有限会社川口運送 本社営業所 岡山市中区倉富３７４－１０
7 株式会社藤伸 岡山営業所 岡山市北区大内田８０８－３
8 藤森運輸株式会社 本社営業所 倉敷市児島田の口７丁目６－１９
9 株式会社平松運輸 本社営業所 高梁市川上町仁賀５３７－１
10 株式会社平松運輸 水島営業所 倉敷市松江３丁目９６７－１２
11 有限会社真成運輸 本社営業所 津山市杉宮８４６番地３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 広府興産有限会社 光営業所 山口県光市大字小周防虹川１１００番地２

2 防通トランスポート株式会社 山口営業所 山口県山口市朝田字流通センター６０１番地２８

3 レンゴーロジスティクス株式会社 防府営業所 山口県防府市大字浜方字古浜横入川１－１

4 平和産業株式会社 本社営業所 山口県山陽小野田市大字東高泊字洲賀１５６１－９

5 中国名鉄運輸株式会社 山口支店 山口県山口市小郡上郷字仁保津５１７２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社北山運送　 本社営業所 香川県木田郡三木町大字井戸２３５９－５

2 尾崎運送株式会社　 本社営業所 香川県高松市松並町８８８－４

中国
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3 日通香川運輸株式会社 西香川営業所 香川県三豊市詫間町大字詫間２１１２番地５１

4 コウナン運輸有限会社　 本社営業所 香川県丸亀市綾歌町岡田下５０７－２
5 コウナン運輸有限会社　 国分寺営業所 香川県高松市国分寺町国分４４１
6 ヤマト運輸株式会社　 三豊支店 香川県三豊市三野町大字下高瀬字上新田１０２２－１

7 ヤマト運輸株式会社　 小豆島支店 香川県小豆郡小豆島町蒲生字東畠甲１９２８－１、１９２８－２

8 F－LINE株式会社　 さぬき物流センター 香川県さぬき市長尾西字市１８５５－３

9 綜合警備保障株式会社　 香川支社 香川県坂出市沖の浜３０－７２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 東海運株式会社　 マリンピア営業所 徳島県徳島市東沖洲２丁目６６

No. 事業者名 営業所名 住所
1 有限会社川滝運送　 本社営業所 愛媛県四国中央市川滝町下山１４０３－４

2 森実タウンサービス株式会社　 本社営業所 愛媛県新居浜市惣開町１番２号
3 道前運送株式会社　 本社営業所 愛媛県西条市今在家７７０
4 株式会社大西運輸　 本社営業所 愛媛県今治市大西町九王甲１２番地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
1 株式会社松田 本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－４－１０

2 株式会社アラト 本社営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－９－４

3 有限会社田中運輸建設 本社営業所 福岡県宗像市東郷３丁目３－６
4 大牟田トラック運送有限会社 本社営業所 福岡県大牟田市四山町８０－６０
5 株式会社エフティーライン 本社営業所 福岡県みやま市高田町江浦町１０７－２

6 ウチダロジテム株式会社 福岡営業所 福岡県福岡市東区多の津５丁目３２－１２

7 株式会社ヤマザキ物流 福岡営業所 福岡県古賀市青柳１０６０－１
8 福岡東運輸有限会社 本社営業所 福岡県福岡市東区多々良２丁目１－４９

9 株式会社ベストワーク運輸 本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９５－５

10 戸畑物流株式会社 本社営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町９－３

11 進藤運輸倉庫有限会社 本社営業所 福岡県福岡市博多区諸岡３－６４３

12 福岡小型陸運株式会社 本社営業所 福岡県福岡市中央区那の津３－１１－１０

13 有限会社Miyamaコーポレーション 本社営業所 福岡県糟屋郡宇美町貴船４丁目１２２４－１

14 福糧運輸株式会社 本社営業所 福岡県福岡市早良区荒江３－２６－２６

15 株式会社エスワイプロモーション 福岡営業所 福岡県宮若市沼口４０６－６
16 筑後物流有限会社 本社営業所 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２７３
17 株式会社守エクスプレス 本社営業所 福岡県糟屋郡須惠町旅石５５７－１
18 北九運送株式会社 本社営業所 福岡県北九州市若松区響町１－８７－６

19 九州商運株式会社 本社営業所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－６－２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 松浦通運株式会社 路線営業所 佐賀県唐津市中瀬通１０－２２
2 清本運輸株式会社 本社営業所 佐賀県武雄市山内町大字鳥海字椿原１１１２５

3 レンゴーロジスティクス株式会社 鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市轟木町９５０－１
4 肥前通運株式会社 佐賀営業所 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３０１０
5 株式会社都運送 本社営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字堤３７４２－１

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
1 株式会社らくのう運輸 本社営業所 熊本県菊池市泗水町豊水１２１６－２
2 有限会社小嶋陸送センター 本社営業所 熊本県熊本市南区良町２丁目５番２８号
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3 城東運輸倉庫株式会社 本社営業所 熊本県菊池郡大津町森字居島８３１－１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 さくら運輸株式会社 別府営業所 大分県別府市船小路町９４３－３
2 トキワ運輸株式会社 本社営業所 大分県大分市徳島３丁目１番１５号
3 大分総合運輸株式会社 本社営業所 大分県大分市大字荏隅１７２５－１
4 株式会社テクノ 本社営業所 大分県国東市安岐町下原１３６６－１
5 有限会社東浜陸運 本社営業所 大分県中津市植野６０－１
6 株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 大分営業所 大分県大分市大字大在２

No. 事業者名 営業所名 住所
1 久留米運送株式会社 宮崎佐土原営業所 宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島字広瀬川４－１８６０４

2 有限会社ケイ・エム・エクスプレス 本社営業所 宮崎県都城市蓑原町３０６２番地５ 
3 有限会社三協運輸 本社営業所 宮崎県都城市都北町７２８１番地 
4 エース総合運輸株式会社 宮崎営業所 宮崎県宮崎市清武町大字今泉甲２８１９－１

5 有限会社佐土原運送 本社営業所 宮崎県宮崎市佐土原町石崎１丁目１０番地１５ 

6 株式会社博運社 宮崎営業所 宮崎県宮崎市大字田吉字北沼口３４９７ 

7 株式会社博運社 延岡営業所 宮崎県延岡市川島町３１５１ 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 株式会社ランテック 鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目３－１９

2 南国輸送株式会社 鹿児島セメント営業所 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目８－２
3 南国輸送株式会社 鹿児島石油営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港三丁目１－９

4 園田陸運株式会社 ローソン営業所 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目１２－３

5 園田陸運株式会社 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目６－４

6 園田陸運株式会社 川内営業所 鹿児島県薩摩川内市港町３６０－１１

No. 事業者名 営業所名 住所
1 内外運輸株式会社 西原営業所 沖縄県中頭群西原町小那覇８９４－３

（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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