
認定事業者一覧表

特定航空貨物利用運送事業者、特定航空運送代理店業者名　 認定番号 認定日

（株）近鉄エクスプレス 1 平成17年9月26日

商船三井ロジスティクス（株） 2 平成17年9月29日

西日本鉄道（株） 3 平成17年9月29日

（株）アルプス物流 4 平成17年9月29日

日本通運（株） 6 平成17年9月29日

郵船ロジスティクス（株） 7 平成17年9月29日

（株）近鉄ロジスティクス・システムズ 8 平成17年9月29日

ネットインターナショナル（株） 9 平成17年10月11日

三井倉庫サプライチェーンソリューション（株） 10 平成17年10月11日

東京航空貨物（株） 11 平成17年10月11日

（株）阪急阪神エクスプレス 12 平成17年10月11日

（株）エアモーダルサービス 16 平成17年10月18日

（株）ワールド・クウリアー 17 平成17年10月25日

ユーピーエスサプライチェーンソリューション・ジャパン（株） 19 平成17年11月8日

兼松ロジスティクス　アンド　インシュアランス（株） 20 平成17年11月8日

伊勢湾海運（株） 22 平成17年11月15日

ケイヒン航空（株） 23 平成17年11月22日

ＤＨＬグローバルフォワーディングジャパン（株） 24 平成17年12月6日

日本トランスシティ（株） 25 平成17年12月6日

エクスペダイターズ・ジャパン（株） 26 平成17年12月6日

（株）日新 27 平成17年12月6日

ケイラインロジスティックス（株） 28 平成17年12月6日

（株）フジトランスコーポレーション 31 平成17年12月20日

プラスカーゴサービス（株） 32 平成17年12月27日

東陽倉庫（株） 34 平成18年1月10日

日本梱包運輸倉庫（株） 35 平成18年1月17日

名鉄ワールドトランスポート（株） 37 平成18年1月31日

コクサイエアロマリン（株） 39 平成18年1月31日

シーバロジスティクスジャパン（株） 40 平成18年1月31日

中越運送（株） 41 平成18年2月7日

伊藤忠ロジスティクス（株） 43 平成18年2月7日

（株）住友倉庫 44 平成18年2月7日

西濃シェンカー（株） 46 平成18年2月14日

三菱電機ロジスティクス（株） 48 平成18年2月14日

西鉄運輸（株） 49 平成18年2月14日

キューネ・アンド・ナーゲル（株） 50 平成18年2月14日

SBS東芝ロジスティクス（株） 52 平成18年2月21日

(令和5年4月21日　現在）
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九州航空（株） 53 平成18年2月21日

（株）ヤマタネ 54 平成18年2月21日

55 平成18年2月28日

196 平成25年5月28日

セイノースーパーエクスプレス（株） 56 平成18年2月28日

濃飛倉庫運輸（株） 57 平成18年2月28日

（株）南海エクスプレス 59 平成18年2月28日

ジャパン・バン・ラインズ（株） 60 平成18年2月28日

ヤマト運輸（株） 62 平成18年2月28日

芙蓉エアカーゴ（株） 63 平成18年3月7日

（株）辰巳商会 64 平成18年3月7日

（株）ホンダロジスティクス 65 平成18年3月7日

（株）泰運商会 67 平成18年3月14日

（株）ロジステックネットワーク 68 平成18年3月14日

インターナショナルエクスプレス（株） 69 平成18年3月14日

ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ（株） 70 平成18年3月14日

（株）OCS 71 平成18年3月14日

名鉄ゴールデン航空（株） 72 平成18年3月14日

福山通運（株） 73 平成18年3月14日

エフアンドエイチエアエクスプレス（株） 74 平成18年3月14日

大栄空輸（株） 75 平成18年3月14日

SGHグローバル・ジャパン（株） 76 平成18年3月22日

澁澤倉庫（株） 77 平成18年3月22日

（株）琉球通運航空 78 平成18年3月22日

上組航空サービス（株） 79 平成18年3月22日

ジャスフォワーディングジャパン（株） 80 平成18年3月22日

鴻池運輸（株） 81 平成18年3月22日

名港海運（株） 82 平成18年3月22日

日通NECロジスティクス（株） 84 平成18年3月22日

西濃運輸（株） 85 平成18年3月22日

日本空輸（株） 86 平成18年3月22日

（株）ＫＳＡインターナショナル 87 平成18年3月22日

ユーピーエス・ジャパン（株） 90 平成18年3月28日

LX PANTOS JAPAN（株） 91 平成18年3月28日

三菱倉庫（株） 92 平成18年3月28日

国際空輸（株） 93 平成18年3月28日

ディー・エイチ・エル・ジャパン（株） 94 平成18年3月28日

ボロレ・ロジスティクス・ジャパン（株）
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丸全昭和運輸（株） 96 平成18年3月28日

大分海陸運送（株） 101 平成18年3月28日

沖縄ＮＸエアカーゴサービス（株） 102 平成18年3月28日

105 平成18年3月28日

175 平成21年1月21日

（有）エフエフシー 106 平成18年3月28日

森実運輸（株） 109 平成18年3月28日

第一貨物（株） 111 平成18年3月28日

内外日東（株） 112 平成18年3月28日

沖縄ヤマト運輸（株） 114 平成18年3月31日

（株）東洋トランス 115 平成18年3月31日

（株）エアロ航空 116 平成18年3月31日

（株）ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ 122 平成18年3月31日

アイシーエクスプレス（株） 124 平成18年3月31日

四国名鉄運輸（株） 125 平成18年3月31日

ユーフレイトジャパン（株） 126 平成18年3月31日

トナミ運輸（株） 127 平成18年3月31日

九州産交運輸（株） 128 平成18年3月31日

東和航空輸送（株） 129 平成18年3月31日

（株）日本カーゴエキスプレス 130 平成18年3月31日

札幌通運（株） 131 平成18年3月31日

沖縄福山通運（株） 132 平成18年3月31日

（株）Ｂ－ＣＡＲＧＯ 133 平成18年3月31日

三ツ輪運輸（株） 134 平成18年3月31日

旭川通運（株） 136 平成18年3月31日

沖縄空輸（株） 137 平成18年3月31日

岡山通運（株） 138 平成18年4月3日

ディエスヴィ・エアーシー（株） 139 平成18年4月11日

広島運輸（株） 140 平成18年5月2日

新潟運輸（株） 142 平成18年5月23日

（株）丸運 144 平成18年6月20日

エイチアンドフレンズＧＴＬジャパン（株） 145 平成18年6月20日

伏木海陸運送（株） 147 平成18年7月4日

鹿児島海陸運送（株） 148 平成18年7月11日

センコン物流（株） 150 平成18年8月22日

島鉄観光（株） 151 平成18年8月29日

（株）ロジ・レックス 152 平成18年11月21日

沖縄西濃運輸（株）
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（株）アリスペッドジャパン 154 平成19年5月1日

（株）ベストシッピング 155 平成19年6月5日

ジュピター・ジャパン（株） 156 平成19年6月26日

（株）コナポンコーポレーション 158 平成19年9月28日

159 平成19年9月28日

176 平成20年12月8日

（株）スコア・ジャパン 160 平成19年9月28日

（株）アルファグローバルロジスティクス 161 平成19年9月28日

日本郵便（株） 162 平成19年10月1日

（株）Ａ．Ｉ．Ｆ． 163 平成20年1月21日

ブリンクスジャパン（株） 164 平成20年1月21日

（株）ハブネット 165 平成20年3月25日

CJ Logistics Japan（株） 166 平成20年3月25日

サンキュウ エア ロジスティクス（株） 169 平成20年7月1日

171 平成20年8月5日

177 平成21年1月21日

174 平成20年11月25日

178 平成21年4月1日

（株）国際エキスプレス 179 平成21年4月1日

エキスプレスネットワーク（株） 181 平成21年4月1日

佐川急便（株） 182 平成22年3月4日

ディエスヴィ・エアーシー・ジャパン合同会社 183 平成22年7月28日

ＮＲＳエアロジスティクス（株） 184 平成22年9月8日

185 平成22年9月10日

186 平成22年10月6日

（株）ペガサスグローバルエクスプレス 187 平成23年2月1日

三井倉庫エクスプレス（株） 188 平成24年7月2日

（株）ＹＤＨジャパン 189 平成23年8月24日

（株）愛知日新 190 平成23年11月17日

ＮＸ・ＮＰロジスティクス（株） 191 平成24年3月19日

ロジスティードエクスプレス（株） 192 平成24年6月27日

SBSリコーロジスティクス（株） 193 平成24年9月28日

SBSグローバルネットワーク（株） 194 平成25年5月17日

九州西濃運輸（株） 195 平成25年5月17日

マースクロジスティクス＆サービスジャパン（株） 197 平成26年2月3日

KC International Japan（株） 198 平成26年3月26日

上田運輸（株） 199 平成26年9月10日

（株）ユーシーアイエアフレイトジャパン

ゲブルダーバイス（株）

フレッシュエアー（株）

マツダロジスティクス（株）
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エイ・ハートロッド・ジャパン（株） 200 平成26年12月15日

（株）サンリツ 201 平成27年3月18日

（株）エイペックスインターナショナル 202 平成27年7月30日

（株）新開トランスポートシステムズ 203 平成28年3月30日

ウェルコエクスプレス（株） 204 平成28年9月15日

GEODIS JAPAN（株） 205 平成28年10月21日

（株）トラスト・エキスプレス 206 平成28年10月21日

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 207 平成29年1月11日

（株）九州日新 208 平成30年3月30日

サヴィーノ・デルベーネ・ジャパン（株） 209 平成30年12月20日

FedEx Trade Networks Transport & Brokerage Japan 合同会社 210 平成31年3月19日

山九（株） 211 令和元年5月27日

Asian Express Service（株） 212 令和元年12月23日

CN Logistics Japan（株） 213 令和4年6月27日

センコー・フォワーディング（株） 214 令和5年3月2日

シャープジャスダロジスティクス（株） 215 令和5年3月16日

エフシースタンダードロジックス（株） 216 令和5年3月16日

福岡倉庫（株） 217 令和5年3月24日

オプテックエクスプレス（株） 218 令和5年3月24日

JPロジスティクス（株） 219 令和5年4月7日

162社

航空局 安全部 安全政策課 航空保安対策室

TEL:03-5253-8111(内線49173)


