
令和4年9月1日

１級認定番号 所管地方運輸局 氏名又は会社名 住     所 受賞日 １級認定

10001 北海道 （株）ビッグブルー 北海道札幌市中央区南１条西２２丁目３１０番４３号 令和4年8月 平成20年8月

10002 東北 塩竈市 宮城県塩竈市旭町１番１号 令和4年8月 平成20年8月

10003 東北 松島島巡り観光船企業組合 宮城県宮城郡松島町字町内８５番地 令和4年8月 平成20年8月

10005 関東 川崎汽船（株） 東京都港区西新橋１丁目２番９号 令和4年8月 平成20年8月

10007 中部 福井備蓄マリン（株） 福井県坂井市三国町米納津５０字臨海一番 令和4年8月 平成20年8月

10008 中国 たをの海運（株） 広島県広島市南区宇品海岸２丁目１５番１７号 令和4年8月 平成20年8月

10010 中国 大崎汽船（株） 広島県竹原市港町２丁目１４番２４号 令和4年8月 平成20年8月

10012 中国 岩国柱島海運（株） 山口県岩国市新港町４丁目２６番５号 令和4年8月 平成20年8月

10021 北海道 北洋海運（株） 北海道苫小牧市元中野町４丁目７番１号 平成28年8月 平成21年8月

10022 東北 八戸船舶（株） 青森県八戸市河原木字海岸１０番３号 平成28年8月 平成21年8月

10023 東北 扶桑船舶（株） 青森県八戸市河原木字海岸１０番３号 平成28年8月 平成21年8月

10026 中部 四日市曳船（株） 三重県四日市市采女町３２５番地の６ 平成28年8月 平成21年8月

10029 中国 周防灘フェリー（株） 山口県周南市築港町９番１号 平成28年8月 平成21年8月

10033 九州 （有）誠興海運 熊本県上天草市松島町阿村５９７５番地 平成28年8月 平成21年8月

10034 九州 させぼパール・シー（株） 長崎県佐世保市鹿子前町１０５５番地 平成28年8月 平成21年8月

10035 九州 平成商運（株） 大分県佐伯市野岡町２丁目１０番３６号 平成28年8月 平成21年8月

10037 北海道 三協建設(株) 北海道留萌市末広町３丁目１番１号 平成29年8月 平成22年8月

10039 東北 宮城マリンサービス（株） 宮城県塩竈市貞山通１丁目８番３５号 平成29年8月 平成22年8月

10041 東北 酒田市 山形県酒田市本町２丁目２番４５号 平成29年8月 平成22年8月

10045 神戸 加藤海運（株） 兵庫県神戸市中央区京町７６番の２ 平成29年8月 平成22年8月

10046 神戸 昭陽海運（株） 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－１８ 平成29年8月 平成22年8月
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10047 神戸 神戸曳船（株） 兵庫県神戸市中央区海岸通５番地 平成29年8月 平成22年8月

10049 四国 雌雄島海運（株） 香川県高松市サンポート１番１号 平成29年8月 平成22年8月

10050 四国 龍王海運（株） 香川県三豊市仁尾町仁尾丁１４４６番地３７ 平成29年8月 平成22年8月

10053 東北 酒田曳船(株) 山形県酒田市船場町２丁目６番７号 平成30年8月 平成23年8月

10059 中国 備後共同汽船(株) 広島県福山市沼隈町大字常石２１４０番地の７ 平成30年8月 平成23年8月

10060 中国 ＪＲ西日本宮島フェリー(株) 広島県廿日市市宮島口１丁目１１番５号 平成30年8月 平成23年8月

10062 四国 青野海運(株) 愛媛県新居浜市新田町１丁目１番１７号 平成30年8月 平成23年8月

10065 北海道 (株)西村組 北海道紋別郡湧別町栄町１３３－１ 令和元年8月 平成24年8月

10066 北海道 北海道パワーエンジニアリング(株) 北海道札幌市中央区北４条西１－１ 令和元年8月 平成24年8月

10067 東北 (株)金華山観光 宮城県石巻市鮎川浜南６８ 令和元年8月 平成24年8月

10068 東北 大坂建設(株) 岩手県宮古市宮町１－３－４３ 令和元年8月 平成24年8月

10069 関東 東都海運(株) 東京都中央区入船３－１０－９ 令和元年8月 平成24年8月

10073 九州 三省海運(有) 山口県下関市細江新町１－１ 令和元年8月 平成24年8月

10075 北海道 苫港サービス(株) 北海道苫小牧市汐見町１－１－６ 令和2年8月 平成25年8月

10076 東北 岩手県北自動車(株) 岩手県盛岡市厨川１－１７－１８ 令和2年8月 平成25年8月

10078 関東 三洋海運(株) 東京都千代田区大手町２－６－２ 令和2年8月 平成25年8月

10079 中部 碧南マリン(株) 愛知県東海市東海町１－１－１ 令和2年8月 平成25年8月

10083 四国 四宮海運(有) 徳島県阿南市大潟町１８１ 令和2年8月 平成25年8月

10085 九州 福島海運(株) 福岡県京都郡苅田町磯浜町１－３－９ 令和2年8月 平成25年8月

10086 九州 西日本海運(株) 福岡県北九州市門司区西海岸１－４－１９ 令和2年8月 平成25年8月

10094 中国 山陽商船(株) 広島県竹原市港町３－１－７ 令和3年8月 平成26年8月
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10095 中国 (有)広島合同海運 広島県広島市南区宇品海岸２－３－４ 令和3年9月 平成26年9月

10096 中国 広洋海運(有) 広島県広島市佐伯区五月が丘３－２５－４ 令和3年10月 平成26年10月

10091 北海道 室蘭通船(株) 北海道室蘭市海岸町１丁目無番地 令和3年11月 平成26年11月

10099 九州 東洋海運(株) 長崎県佐世保市万津町５－８ 令和3年12月 平成26年12月

10102 東北 (株)陸中たのはた 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀６０－１ 令和4年8月 平成27年8月

10107 中部 四日市ポートサービス(株) 三重県四日市市千歳町３７ 令和4年8月 平成27年8月

10109 近畿 (有)相須海運 和歌山県和歌山市湊３０１０ 令和4年8月 平成27年8月

10110 近畿 (株)辰巳商會 大阪市港区付築港４－１－４ 令和4年8月 平成27年8月

10112 四国 (有)岡田海運 高知県宿毛市小筑紫町福良３８ 令和4年8月 平成27年8月

10113 四国 黒潮海運(株) 高知県高知市桟橋通５－５−４ 令和4年8月 平成27年8月


