
令和２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 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１－３２
2 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

3 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
4 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
5 三ツ輪物流株式会社 帯広支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線１３－５７

6 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

7 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

8 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
9 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

10 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７－１１
11 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
12 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

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

14 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番１７号

15 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

16 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
17 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

18 株式会社北海道日新 砂川 北海道砂川市豊沼町１－１８
19 株式会社ネクスト 苫小牧 北海道苫小牧市一本松町１３－３
20 株式会社道央通商 北見 北海道北見市相内町２７９番１７
21 日本通運株式会社 羊蹄支店 北海道虻田郡京極町字京極１９番地
22 日本郵便輸送株式会社 苫小牧 北海道苫小牧市有明町２丁目１１番２２号

23 北海道西濃運輸株式会社 小樽 北海道小樽市築港６－３７
24 広野運輸株式会社 本社 江別市角山４２８－３
25 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番１２号

26 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
27 日新運輸株式会社 本社 北海道旭川市永山北2条8丁目19-4
28 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
29 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１線16-27

30 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
31 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

32 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
33 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
34 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
35 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

36 鴻池運輸株式会社 千歳 北海道千歳市北信濃770-6
37 中村運送株式会社 本社 北海道札幌市白石区米里1条4-3-45
38 株式会社公益社 南郷齋場 北海道札幌市白石区南郷通15-北8-27

39 サンワ産業株式会社 本社 北海道砂川市西3条北21-1-22
40 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
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No. 事業者名 営業所名 住所
1 白金運輸株式会社　 北上営業所 岩手県北上市相去町平林９８－２、１０２－１、２５１、２５２、５５－２、字前塘１８－３６

2 東磐運送株式会社 一関支店 岩手県一関市東台１４－４８
3 白金運輸株式会社 本社営業所 岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘６９
4 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
5 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
6 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

7 南部運輸株式会社 本社営業所 岩手県奥州市佐倉河字前田中３番地１５

8 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

東北

北海道



9 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
10 秋印株式会社 秋田営業所 秋田県秋田市外旭川字待合２８
11 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
12 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

No. 事業者名 営業所名 住所
1 城北運輸株式会社 本社営業所 東京都府中市南町６－１７－１
2 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
3 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
4 八信陸運株式会社 本社営業所 東京都足立区綾瀬６－３４－１
5 株式会社彦新 本社営業所 東京都江戸川区一之江８－１９－６
6 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
7 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
8 名鉄ゴールデン航空株式会社 板橋営業所 東京都板橋区高島平６－１－１　板橋トラックターミナル内

9 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
10 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
11 都北運輸株式会社 本社営業所 東京都北区浮間４－２０－６
12 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
13 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
14 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
15 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
16 東電物流株式会社 中央支社 東京都大田区東海４－１－２３
17 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
18 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

19 日本ロジテム株式会社 新砂営業所 東京都江東区新砂２－５－２８
20 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
21 東邦運送株式会社 本社営業所 東京都大田区多摩川１－３６－１２
22 株式会社オータカ 本社 東京都杉並区堀之内３－３７－５
23 東都配送株式会社 本社営業所 東京都港区東新橋２－１１－３
24 淀川海運株式会社 本社営業所 東京都中央区新富１－３－７
25 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
26 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 

27 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番地
28 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

29 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
30 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 
31 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
32 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

33 株式会社スワリク 神奈川営業所 神奈川県座間市小松原１－１－４３
34 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

35 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
36 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
37 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

38 西武通運株式会社　 狭山支店 埼玉県狭山市柏原337-12
39 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
40 トーエイ物流株式会社　 桶川営業所 埼玉県北本市大字下石戸上1993-1,1994-4

41 江原運輸有限会社　 本社営業所 埼玉県狭山市大字中新田160-11
42 株式会社片岡運送　 本社営業所 埼玉県久喜市樋ノ口603-1
43 本田運輸株式会社　 本社営業所 埼玉県和光市新倉2-33-2
44 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
45 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号
46 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

47 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下上大久保堤根1012

48 カトーレック株式会社 埼玉営業所 埼玉県所沢市大字亀ヶ谷字大光431



49 東洋運輸株式会社 埼玉営業所 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1-8-16

50 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

51 熊谷通運株式会社　 上尾支店 埼玉県上尾市東町2-1-20
52 パートナーコーポレーション株式会社　 本社営業所 埼玉県飯能市大字岩沢846-2
53 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

54 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
55 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
56 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網1380-1

57 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
58 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

59 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

60 大和物流株式会社 群馬支店 群馬県館林市羽附旭町字町谷1210-1

61 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
62 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
63 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
64 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

65 株式会社マルトウ 本社営業所 群馬県高崎市上滝町245-2
66 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
67 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
68 石島運送有限会社 本社営業所 群馬県館林市大字松原1-4-1
69 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１２１６
70 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２２５－１
71 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
72 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

73 南総通運株式会社 佐倉支店 千葉県佐倉市大作１－７－５
74 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
75 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
76 神葉運輸株式会社 市原営業所 千葉県市原市五井９１６０
77 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
78 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
79 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
80 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
81 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
82 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

83 米山運送株式会社 千葉支店 千葉県市原市姉崎海岸１３９－１
84 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
85 有限会社山口運送 本社営業所 千葉県勝浦市墨名６０１－６５
86 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

87 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
88 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 
89 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
90 京阪運輸株式会社 茨城営業所 茨城県高萩市上手綱４４－１
91 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

92 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
93 株式会社八戸急行 北関東営業所 茨城県結城市田間１２８２
94 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

95 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310-2
96 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
97 山梨通運株式会社 本社営業所 山梨県山梨市上石森1048-1
98 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 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
2 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

関東



3 有限会社上新運輸 本社営業所 新潟県上越市大字福橋７４９番地１
4 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
5 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

6 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
7 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
8 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
9 大森建設運輸株式会社 本社営業所 石川県金沢市京町５５７

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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
2 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

3 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
4 有限会社稲垣運輸 本社営業所 愛知県清須市春日白弓８４番地
5 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
6 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

7 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番地７
8 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

9 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
10 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
11 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
12 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番地５

13 蒲郡運送株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町９４－８
14 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

15 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
16 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西浦８１８－１

17 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

18 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
19 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

20 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

21 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

22 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
23 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
24 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版２８号

25 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

26 タイシン株式会社 本社営業所 愛知県犬山市字角池５７番地３
27 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
28 大和物流株式会社 愛知営業所 愛知県一宮市三ツ井３－２－２
29 タカラ梱包輸送株式会社 豊橋東営業所 愛知県豊橋市細谷町字東松ヶ谷１３７－１

30 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

31 中部共栄運輸株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町４１
32 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番地の１

33 東江運輸株式会社 東海営業所 愛知県豊川市穂の原３－３０
34 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

35 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

36 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番５１号

37 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
38 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
39 トヨタ輸送株式会社 本社営業所 愛知県豊田市元町２
40 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
41 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
42 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

43 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
44 日南輸送株式会社 本社営業所 愛知県弥富市操出６－２５
45 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 愛知県小牧市小針中島３丁目１６４

中部
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46 株式会社マイシン 本社営業所 愛知県豊橋市神野新田町トノ割１５－１

47 株式会社丸運トランスポート東日本 中部支店名古屋 愛知県名古屋市港区宝神１－１７、２９

48 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
49 株式会社丸二運送 当知営業所 愛知県名古屋市港区明正２丁目２２３番地

50 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１－１８０１

51 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
52 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
53 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番地

54 ミナト運輸株式会社 本社営業所 愛知県蒲郡市浜町９４－４
55 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
56 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
57 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番地

58 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番、５番

59 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３－４１－１

60 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番地３

61 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番４

62 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番地８２

63 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
64 澁澤陸運株式会社 三重ターミナル 三重県亀山市田村字西山１８８８－１６

65 中日本陸運株式会社 本社営業所 三重県三重郡川越町大字亀崎新田５２－２０、２１

66 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

67 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
68 久居運送株式会社 本社営業所 三重県津市久居井戸山町字東興１６－２

69 東亜工運株式会社 本社営業所 福井県福井市江端町５字８
70 福井口運送株式会社 本社営業所 福井県福井市長本町１１０６番地
71 白山運輸有限会社 本社営業所 福井県越前市千福町１８３

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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 
2 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 

3 有限会社ヘッグ 本社営業所 京都府宇治市槙島町吹前２１
4 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下り町１５番地１ 

5 日通トランスポート株式会社 京都支店 京都府京都市伏見区横大路千両松町１８１番地 

6 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
7 全日本ライン株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区港島６丁目９－４ 

8 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 
9 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 

10 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 
11 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 
12 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 

13 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 

14 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 
15 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 

16 福島運輸株式会社 本社営業所 兵庫県姫路市飯田４９１－７
17 株式会社三陸 本社営業所 兵庫県南あわじ市八木大久保７２２番地の１

18 株式会社ショーゼン 本社営業所 兵庫県淡路市木曽下字西ノ久保１６２－３ 

19 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 
20 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 
21 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 
22 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
23 湖南運輸株式会社 本社営業所 滋賀県栗東市上鈎４８－１ 
24 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 
25 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
26 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

近畿



27 濃飛倉庫運輸株式会社 滋賀支店栗東輸送センター営業所 滋賀県栗東市小野７４５－１ 
28 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
29 濃飛倉庫運輸株式会社 滋賀支店彦根営業所 滋賀県彦根市西沼波町字高橋田３３－２，３４－２ 

30 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 

No. 事業者名 営業所名 住所
1 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１０８９５－２９６

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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
10 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
11 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

12 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

13 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
14 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

15 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 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須１３‐１

2 株式会社四国高速 本社営業所 徳島県板野郡北島町北村字三町地７番３

3 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

4 ヤマト運輸株式会社 徳島城東支店 徳島県徳島市城東町１丁目１９４
5 ヤマト運輸株式会社 徳島問屋支店 徳島県徳島市問屋町１６２
6 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番地

7 四国名鉄運輸株式会社　 松山支店 愛媛県松山市空港通４丁目５‐５
8 レンゴーロジスティクス株式会社 松山営業所 愛媛県松山市南吉田町１８６１
9 森実タウンサービス株式会社 四国中央営業所 愛媛県四国中央市寒川町字神ノ木４７９３

10 森実タウンサービス株式会社 今治営業所 愛媛県今治市阿方字山ノ間乙５５５
11 森実タウンサービス株式会社 松山営業所 愛媛県松山市西垣生町２１６６
12 株式会社大窪商店　 本社営業所 愛媛県松山市片山甲４‐１
13 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
1 ＳＢＳフレックネット株式会社 福岡営業所 福岡県福岡市南区五十川１－２－２０
2 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

3 甘木合同運輸株式会社 本社営業所 福岡県朝倉市牛木２９４
4 日西物流株式会社 本社営業所 福岡県福岡市東区蒲田２－３７－８
5 ヤマヨ運輸株式会社 九州営業所 福岡県朝倉郡筑前町高田２４９５番地の１

6 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

7 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１６４２－１

8 福岡陽晃運輸株式会社 本社営業所 福岡県古賀市大字小山田字徳ノ尾２９６－１８

9 多久梱包運輸センター有限会社 本社営業所 佐賀県多久市東多久町大字別府２６００－１，２３６５－２，２９４９－６４７

10 株式会社ロジコム 三神営業所 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田１５９６－４，１５９６－５

11 鳥栖倉庫株式会社 本社営業所 佐賀県鳥栖市永吉町字長ノ原５１１番１

12 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
13 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
14 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
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中国



15 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
16 株式会社ランテック 南九州支店 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字下原４３４６－１，４３５１

17 南九州センコー株式会社 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市谷山港２－３－４

No. 事業者名 営業所名 住所
1 （該当無し）

（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。

沖縄


