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北海道（石狩市） 北海道中央バス株式会社 石狩営業所

青森県（八戸市） 東奥陸送株式会社 八戸営業所

岩手県（奥州市） 株式会社及川運送 

千葉県（千葉市） ロジテムトランスポート株式会社 本店営業所

千葉県（木更津市） 榎本運送株式会社 本社営業所

東京都（板橋区） 明友運送株式会社 板橋本社

東京都（江戸川区） 株式会社ビルケアビジネス物流センター 東京営業所

東京都（江戸川区） 丸天運送株式会社 葛西営業所

東京都（江東区） 株式会社誠和 

東京都（墨田区） 株式会社ジェイアール東日本物流 

東京都（港区） 東邦海陸運輸株式会社 

東京都（青梅市） 中央車輌輸送株式会社 多摩営業所

神奈川県（横浜市） エム物流株式会社 横浜大黒センター

神奈川県（川崎市） 株式会社タケエイ 

神奈川県（海老名市） 株式会社松本商会 

富山県（射水市） 株式会社荒木運輸 

石川県（白山市） 大高運輸株式会社 北陸営業所

山梨県（富士吉田市） 山梨パナソニック販売株式会社 富士吉田営業所



長野県（飯田市） 南信州広域タクシー有限会社 

岐阜県（岐阜市） TB物流サービス株式会社 岐阜営業所

静岡県（静岡市） コイト運輸株式会社 

静岡県（静岡市） しずてつジャストライン株式会社 

京都府（京都市） 洛北運輸株式会社 本社営業所

京都府（久世郡久御山
町）

コカ・コーラウエストロジスティクス株式会社 関西支店

大阪府（堺市） 堺市役所 環境局環境保全部環境指導課

大阪府（摂津市） 摂津運輸株式会社 

大阪府（東大阪市） 大阪石材工業株式会社 

兵庫県（神戸市） 株式会社ロジパルエクスプレス 神戸営業所

岡山県（美作市） 株式会社中央運輸 

愛媛県（松山市） 城北運送株式会社 

福岡県（福岡市） 株式会社丸運液体輸送福岡 福岡支店

佐賀県（神埼郡吉野ヶ里
町）

株式会社トワード物流 

鹿児島県（霧島市） 大和物流株式会社 鹿児島営業所

鹿児島県（薩摩川内市） 京セラ株式会社 鹿児島川内工場

※（昨年度までの入賞）

北海道（札幌市） NTT東日本 北海道支店グループ 

北海道（滝川市） 北海道中央バス株式会社 滝川営業所

北海道（余市郡余市町） 北海道中央バス株式会社 余市営業所

青森県（八戸市） 株式会社丸運液体輸送東北 八戸支店

岩手県（胆沢郡金ヶ崎
町）

東奥陸送株式会社 岩手営業所

岩手県（紫波郡紫波町） 三光運輸株式会社 

宮城県（多賀城市） 東奥陸送株式会社 本社営業所

福島県（いわき市） 若林運送株式会社 小名浜営業所

福島県（郡山市） 熱海運送株式会社 本社

茨城県（神栖市） 株式会社クラレ 鹿島事業所

栃木県（那須塩原市） 大和物流株式会社 栃木北営業所

東京都（港区） 東京計装株式会社 営業本部

神奈川県（横浜市） アサヒタクシー株式会社 

神奈川県（横浜市） 中央エース物流株式会社 大黒低温営業所

神奈川県（横浜市） 中外陸運株式会社 本社営業所

神奈川県（平塚市） 小林運輸株式会社 本社営業所

神奈川県（大和市） 日本トラック株式会社 藤沢営業所

山梨県（甲府市） 山梨交通株式会社 

山梨県（中央市） 花王ロジスティクス株式会社 甲府営業所

岐阜県（多治見市） ハートランス株式会社 多治見営業所



静岡県（浜松市） 佐川急便株式会社 中部支社 浜松店

愛知県（安城市） 光徳運輸株式会社 

愛知県（安城市） 豊中運輸株式会社 

愛知県（一宮市） 大和物流株式会社  愛知営業所

愛知県（海部郡飛島村） 稲沢運輸株式会社 

京都府（京都市） 株式会社クリンテック 

大阪府（大阪市） 大和物流株式会社 大阪営業所

大阪府（大阪市） 和光運輸株式会社 茨木営業所

兵庫県（神戸市） 神姫バス株式会社 西神営業所

兵庫県（神戸市） 菱華運輸株式会社 

兵庫県（三田市） 神姫バス株式会社 三田営業所

岡山県（赤磐市） 岡崎陸運株式会社 本店営業所

岡山県（津山市） 神姫バス株式会社 津山営業所

広島県（三原市） コカ・コーラウエストロジスティクス株式会社 中国支店 本郷LC

香川県（高松市） 株式会社ダイナフロー 

香川県（三豊市） 大和物流株式会社 香川営業所

鹿児島県（日置市） 株式会社日之出サービス 

※残念ながら優良賞には及ばなかったものの、非常に優れたエコドライブ活動を実施していると認められた事業所に、エコド

ライブコンテスト選考委員会から贈られます。（昨年度までの優良活動賞）

岩手県（盛岡市） ＮＴＴ東日本 岩手支店グループ 

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 植田支店

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 植田支店 火力営業所

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 小名浜支店

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 小名浜支店 小名浜製錬営業所

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 平支店

福島県（いわき市） 磐城通運株式会社 湯本支店

栃木県（下都賀郡壬生
町）

株式会社髙田運送 

群馬県（前橋市） 株式会社アドバンティク・レヒュース 

千葉県（浦安市） 株式会社入船物流システム 本社営業所

東京都（江戸川区） 入船陸運株式会社 本社営業所

神奈川県（川崎市） 京浜物流株式会社 構内物流部輸送室商品輸送班

神奈川県（川崎市） 株式会社ロジパルエクスプレス 川崎営業所

新潟県（新潟市） 新潟鉄道荷物株式会社 新潟中央営業所

富山県（富山市） 山口郵便逓送株式会社 

福井県（福井市） 北陸牛乳運送株式会社 

岐阜県（大垣市） 西濃通運株式会社 

静岡県（御殿場市） リコーロジスティクス株式会社 物流センター御殿場

愛知県（東海市） 株式会社アイティー物流 
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大阪府（大阪市） 日商物流サービス株式会社 

兵庫県（神戸市） 神姫バス株式会社 明石営業所

沖縄県（中頭郡西原町） 内外運輸株式会社 西原営業所

※「過去３年間に優良賞（昨年度までの入賞）以上の実績がある場合、より上位の賞のみ受賞できる」というコンテスト規定に

より、今年度も優良賞以上のレベルにありながら受賞できなかった事業所に対して、高いレベルでのエコドライブ活動を継続

して行っていることを讃えて、エコドライブコンテスト選考委員会から贈られます。（昨年度までの特別優良活動賞）

北海道（札幌市） 株式会社ロジパルエクスプレス 札幌営業所

宮城県（仙台市） 株式会社ロジパルエクスプレス 仙台営業所

茨城県（古河市） 茨城流通サービス株式会社 

千葉県（船橋市） 株式会社ロジパルエクスプレス 船橋営業所

東京都（江東区） 佐川急便株式会社 文京店

神奈川県（川崎市） 中央エース物流株式会社 東扇島第一低温営業所

新潟県（上越市） 上越運送株式会社 

静岡県（静岡市） 株式会社ロジパルエクスプレス 静岡営業所

愛知県（名古屋市） 株式会社ロジパルエクスプレス 名古屋営業所

愛知県（春日井市） アトラスカーゴサービス株式会社 物流事業部 春日井営業所

大阪府（茨木市） 株式会社ロジパルエクスプレス 茨木営業所

大阪府（門真市） 大阪星友運輸株式会社 

福岡県（糟屋郡粕屋町） 株式会社ロジパルエクスプレス 福岡営業所

鹿児島県（いちき串木野
市）

株式会社ユタカ産業 本社営業所

※全国規模の開催となった平成１９年度エコドライブコンテストから、継続して審査応募をしている事業所で、平成１９年度以

降、１回以上環境大臣賞・環境再生保全機構理事長賞・優秀賞・入賞・優良活動賞・特別優良活動賞のいずれかを受賞し、

今年度に関しても引き続きこれらの賞を受賞できるレベルにある事業所に対し、高いレベルでのエコドライブ活動の継続を讃

えて、エコドライブコンテスト選考委員会から贈られます。（今年度より新設）

北海道（札幌市） テックエンジニアリング株式会社 北海道支店 札幌サービスステーション

北海道（札幌市） 株式会社東部清掃 本社事業部

北海道（札幌市） 豊平公益株式会社 白石営業所

北海道（旭川市） テックエンジニアリング株式会社 旭川サービスステーション 

北海道（帯広市） テックエンジニアリング株式会社 帯広サービスステーション

北海道（苫小牧市） テックエンジニアリング株式会社 苫小牧サービスステーション

北海道（函館市） テックエンジニアリング株式会社 函館サービスステーション

岩手県（奥州市） 白金運輸株式会社 本社営業所

宮城県（仙台市） テックエンジニアリング株式会社 東北支店

埼玉県（さいたま市） テックエンジニアリング株式会社 北関東支社

千葉県（千葉市） テックエンジニアリング株式会社 東関東支店

東京都（江東区） テックエンジニアリング株式会社 東部支社



神奈川県（横浜市） 梅田運輸倉庫株式会社 横浜西営業所

神奈川県（横浜市） テックエンジニアリング株式会社 横浜支店

神奈川県（愛甲郡愛川
町）

花王ロジスティクス株式会社 愛甲営業所

神奈川県（愛甲郡愛川
町）

花王ロジスティクス株式会社 相模原営業所

静岡県（静岡市） テックエンジニアリング株式会社 静岡支店

愛知県（名古屋市） テックエンジニアリング株式会社 中部支社

京都府（京都市） テックエンジニアリング株式会社 京滋支店

大阪府（大阪市） 扇町運送株式会社 

大阪府（東大阪市） 株式会社松元サービス 東大阪営業所

兵庫県（神戸市） テックエンジニアリング株式会社 神戸支店

広島県（広島市） テックエンジニアリング株式会社 中国支店

福岡県（福岡市） 佐川急便株式会社 九州支社 天神店 安全推進課

福岡県（福岡市） 佐川急便株式会社 九州支社 西福岡店 安全推進課

福岡県（福岡市） 佐川急便株式会社 九州支社 福岡店 安全推進課

福岡県（福岡市） 佐川急便株式会社  九州支社 南福岡店 安全推進課

福岡県（北九州市） 佐川急便株式会社 九州支社 北九州店 安全推進課

福岡県（久留米市） 佐川急便株式会社 九州支社 久留米店 安全推進課

佐賀県（伊万里市） 佐川急便株式会社 九州支社 伊万里店 安全推進課

佐賀県（唐津市） 佐川急便株式会社 九州支社 唐津店 安全推進課

佐賀県（鳥栖市） 佐川急便株式会社 九州支社 鳥栖店 安全推進課

長崎県（諫早市） 佐川急便株式会社 九州支社 諫早店 安全推進課

長崎県（島原市） 佐川急便株式会社 九州支社 島原店 安全推進課

長崎県（松浦市） 佐川急便株式会社 九州支社 平戸店 安全推進課

熊本県（熊本市） 佐川急便株式会社  九州支社 熊本店 安全推進課

熊本県（宇城市） 佐川急便株式会社 九州支社 松橋店 安全推進課

熊本県（菊池郡大津町） 佐川急便株式会社  九州支社 阿蘇店 安全推進課

熊本県（玉名郡和水町） 佐川急便株式会社 九州支社 北熊本店 安全推進課

大分県（佐伯市） 佐川急便株式会社 九州支社 佐伯店 安全推進課

大分県（日田市） 佐川急便株式会社 九州支社 日田店 安全推進課

大分県（速見郡日出町） 佐川急便株式会社 九州支社 別府店 安全推進課

宮崎県（宮崎市） 佐川急便株式会社 九州支社 宮崎店 安全推進課

宮崎県（児湯郡高鍋町） 佐川急便株式会社 九州支社 高鍋店 安全推進課

鹿児島県（鹿児島市） 佐川急便株式会社  九州支社 鹿児島店 安全推進課

鹿児島県（鹿児島市） 佐川急便株式会社  九州支社 霧島店 安全推進課

鹿児島県（出水市） 佐川急便株式会社 九州支社 出水店 安全推進課

鹿児島県（鹿屋市） 佐川急便株式会社  九州支社 鹿屋店 安全推進課

鹿児島県（薩摩川内市） 佐川急便株式会社 九州支社 川内店 安全推進課

鹿児島県（南九州市） 佐川急便株式会社  九州支社 南さつま店 安全推進課

鹿児島県（大島郡龍郷
町）

佐川急便株式会社 九州支社 大島店 安全推進課



※全国規模の開催となった平成１９年度エコドライブコンテストから、継続して審査応募をしている事業所対し、エコドライブ活

動の継続を讃えて、エコドライブコンテスト選考委員会から贈られます。（今年度より新設）

 


