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都は､自動車からのＣＯ２削減を推進する仕組みとして、貨物自動車運送事業者（緑・黒ナ

ンバー事業者）のエコドライブ等の日常的な努力を実走行燃費で評価する「貨物輸送評価制

度」を平成 24年度から実施しています。 

このたび、令和３年度に申請のあった事業者について審査を行い、評価取得事業者を決定

しました。併せて、環境対策に継続的かつ積極的に取り組み、貨物輸送評価制度において５

年にわたり評価を取得した事業者（５年連続評価取得事業者）を決定しましたのでお知らせ

します。 

都は荷主の皆さまに評価取得事業者の利用を推奨し、運輸部門におけるＣＯ２削減を推進

しています。 

 

１ 令和３年度評価結果 

 

  

 

 

 

 

 

※ 制度の概要は裏面、評価取得事業者の一覧については別紙１をご覧ください。 

 

２ ５年連続評価取得事業者 

優秀事業者 ３０社 

うち５年間、特に高い評価（星数）を継続された事業者４社を最優秀事業者とします。 

※５年連続評価取得表彰事業者の一覧については別紙２をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

  

「東京都貨物輸送評価制度」 

令和３年度評価取得事業者と5年連続評価取得事業者の決定 

―貨物自動車運送事業者のＣＯ２削減の取組を実走行燃費により東京都が評価― 

 

三 つ 星 ２６社  

準三つ星 ５８社  

二 つ 星 ９４社  

準二つ星 ７６社  

一 つ 星 １１２社  

合計 ３６６社 （前年度比２０社増） 

 

５年連続評価ロゴ 

(最優秀事業者) 

見本 

2021年度評価ロゴ 

見本 

【問合せ先】環境局 環境改善部 自動車環境課 

直通 ０３－５３８８－３４６２ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価事業対象者 

営業地を問わず、都内に貨物を運送する貨物自動車運送事業者（緑・黒ナンバー事業者）

が対象です。営業所単位でなく「会社全体」に対する評価を行います。 

(2) 審査事項 

① ドライバーへの教育訓練、指導体制構築の状況 

エコドライブ実践のため継続的な教育訓練、指導等を行う体制を構築していること。 

② 燃費管理の状況 

車両ごとにドライバーが燃料補給時に走行距離と給油量を記録するとともに、運行管理

者等により実走行燃費を管理していること。（事業者の全車両の前年度１年分の燃費記録が

必要です。） 

③ 燃費データベース構築の状況 

取組内容の適時改善のため、燃費記録をデータベースで集計・分析していること。 

(3) 評価方法・結果  

○ 一般社団法人東京都トラック協会の「グリーン・エコプロジェクト」で蓄積した月単位の

燃費データ約 96 万件から車種･重量等により設定した 60 の車両区分の平均燃費値（ベン

チマーク）をもとに、事業者の個々の自動車の実走行燃費の偏差値を算出し、各事業者の

全車両の平均偏差値で評価を行います｡ 

 

５段階評価 三 つ 星 準三つ星 二 つ 星 準二つ星 一 つ 星 

偏差値 58.5以上 
55.5以上 

58.5未満 

52.6以上 

55.5未満 

50.0以上 

52.6未満 
50.0未満 

※評価取得事業者は、日常的な燃費管理の状況などから評価しており、一つ星であっても

ＣＯ２削減の取組は優れたレベルにあるといえます。 

(4) 評価ロゴマークの利用 

評価取得事業者は、評価ロゴマークを車両や名刺等に表示することができます。 

さらに、５年連続評価取得事業者は、５年連続評価ロゴマークを車両や名刺等に表示する

ことができます。 

(5) 評価取得のメリット 

・都から荷主の業界団体を個別訪問し、評価取得事業者の活用を働きかけます。 

・「安全性優良事業所」の認定（Ｇマーク）取得時の加点項目になります。 

・「東京都グリーン購入ガイド」において、自動車による運搬及び輸送に関する契約を締結す

る際に、評価取得事業者の選択に努めるよう掲載しています。 

 

制度の概要 



（別紙１）

※評価区分ごとに、五十音順に掲載

三つ星 茨城流通サービス株式会社 茨城県古河市丘里14番地4

三つ星 エスエイロジテム株式会社 東京都足立区南花畑二丁目7番18号

三つ星 ＳＢフレームワークス株式会社 東京都江東区青海三丁目4番19号　青海流通センター2号棟

三つ星 株式会社ＮＴＳロジ 東京都東久留米市柳窪一丁目10番37号

三つ星 大出運輸株式会社 東京都足立区東伊興一丁目1番26号

三つ星 有限会社沖倉運送 東京都世田谷区下馬四丁目20番10号

三つ星 株式会社奥運送 東京都町田市三輪町500番地1

三つ星 加賀運送有限会社 東京都足立区千住桜木一丁目14番2号

三つ星 共同物流株式会社 埼玉県越谷市七左町四丁目301番

三つ星 桐生運輸有限会社 東京都足立区島根二丁目26番17号

三つ星 有限会社金剛運輸 東京都大田区大森中三丁目19番9号

三つ星 サクラ運送有限会社 東京都大田区大森東四丁目27番2号

三つ星 七福運送株式会社 東京都新宿区南元町12番地

三つ星 株式会社シムスサービス 千葉県鎌ケ谷市初富235番地17

三つ星 株式会社都築運輸 東京都足立区堀之内二丁目15番23号

三つ星 東新運送株式会社 神奈川県川崎市高津区坂戸二丁目25番7号

三つ星 株式会社ナガオ 東京都小平市大沼町五丁目19番13号

三つ星 西町運送株式会社 東京都北区西が丘一丁目1番5号

三つ星 有限会社藤岩運輸 東京都江戸川区篠崎町六丁目14番9号

三つ星 株式会社藤倉運輸 東京都足立区神明南二丁目1番2号

三つ星 株式会社ブルーラインエキスプレス 東京都足立区入谷四丁目5番7号

三つ星 武蔵関運輸株式会社 東京都練馬区関町北五丁目1番17号

三つ星 株式会社メッドトラスト東京 東京都練馬区貫井三丁目43番3号

三つ星 有限会社柳沢運輸 東京都小金井市東町二丁目26番11号

三つ星 吉田運輸株式会社 埼玉県所沢市美原町一丁目2918番地

三つ星 株式会社ロジックスライン 千葉県成田市本三里塚1001番地501

事業者名評価区分 所在地

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度　評価事業者一覧
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（別紙１）

※評価区分ごとに、五十音順に掲載

準三つ星 アイエムエキスプレス株式会社 東京都江東区青海四丁目6番21号

準三つ星 株式会社浅井 東京都大田区平和島五丁目8番23号

準三つ星 株式会社アライアンス・コーポレーション 東京都大田区城南島四丁目8番2号

準三つ星 有澤運送株式会社 東京都目黒区中目黒五丁目24番41号

準三つ星 アルプス運送有限会社 東京都八王子市東浅川町556番地51

準三つ星 イノウ運輸株式会社 東京都墨田区向島三丁目13番11号

準三つ星 伊原運送株式会社 東京都葛飾区水元二丁目13番18号

準三つ星 株式会社入船物流システム 東京都台東区松が谷四丁目1番12号

準三つ星 株式会社ウエルストンエキスプレス 東京都足立区入谷二丁目25番3号

準三つ星 株式会社エスティーシステム 東京都北区豊島四丁目1番17号

準三つ星 大島運輸株式会社 東京都新宿区新宿一丁目25番3-503号

準三つ星 大塚運送株式会社 東京都江戸川区大杉四丁目15番14号

準三つ星 金子運送株式会社 東京都足立区舎人五丁目8番18号

準三つ星 株式会社興真運送 東京都板橋区宮本町35番15号

準三つ星 株式会社佐藤商運 東京都足立区入谷九丁目28番8号

準三つ星 株式會社三榮商會 東京都中央区日本橋小網町6番14号

準三つ星 株式会社三急運輸 東京都足立区神明一丁目10番15号

準三つ星 静岡光陽陸運株式会社 静岡県掛川市大渕7522番地

準三つ星 柴又運輸株式会社 東京都江戸川区東小岩一丁目5番1号

準三つ星 島村運輸倉庫株式会社 東京都江戸川区松江一丁目9番15号

準三つ星 砂町運輸株式会社　 東京都江東区新砂一丁目3番16号

準三つ星 株式会社須走運送 静岡県富士市厚原202の2

準三つ星 株式会社セイショウ 東京都目黒区原町一丁目17番6号

準三つ星 株式会社青和運輸 東京都足立区入谷七丁目5番9号

準三つ星 株式会社関口運輸 東京都足立区東綾瀬一丁目29番19号

準三つ星 タイトー物流サービス株式会社 東京都荒川区東日暮里一丁目27番13号

準三つ星 多摩運送株式会社 東京都立川市富士見町六丁目49番18号

準三つ星 千歳運輸株式会社 東京都練馬区大泉町二丁目55番10号

準三つ星 千代田運輸株式会社 東京都日野市日野台一丁目21番地1

準三つ星 東京サービス株式会社 東京都足立区入谷三丁目12番16号　エムアイハイツA

準三つ星 東京商運株式会社 東京都大田区南馬込六丁目4番5号

準三つ星 株式会社東配 埼玉県川口市大字峯1302番地

準三つ星 株式会社トラスト・ウィン 東京都狛江市和泉本町二丁目32番8号

準三つ星 有限会社ナカフジ運送 埼玉県八潮市二丁目103番地4

準三つ星 株式会社七栄 静岡県裾野市金沢145番地の2

準三つ星 株式会社ハセコン運輸 大阪府茨木市太田三丁目1番6号

所在地評価区分

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度　評価事業者一覧

事業者名
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所在地評価区分 事業者名

準三つ星 有限会社林運輸 東京都渋谷区代々木五丁目10番14号

準三つ星 株式会社ヒサゴサービス 東京都板橋区東坂下一丁目18番2号

準三つ星 株式会社富士興業 東京都羽村市五ノ神三丁目3番地の1

準三つ星 株式会社富士宮運輸 神奈川県川崎市多摩区宿河原五丁目29番12号

準三つ星 有限会社古川商事運輸 東京都三鷹市新川二丁目2番6号

準三つ星 墨東企業運輸株式会社 東京都墨田区横川三丁目6番1号

準三つ星 星運輸株式会社 東京都調布市深大寺東町一丁目29番地4

準三つ星 株式会社丸一物流 東京都板橋区小茂根二丁目5番18号

準三つ星 丸昭運輸株式会社 東京都北区東田端一丁目10番2号

準三つ星 有限会社丸和運送 東京都世田谷区弦巻一丁目40番5号

準三つ星 みづほ倉庫株式会社 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目323番地

準三つ星 株式会社皆木運輸倉庫 東京都足立区入谷八丁目9番3号

準三つ星 村松機工運輸株式会社 東京都江東区東陽一丁目18番17号

準三つ星 株式会社森田産業運輸 東京都足立区江北三丁目3番22号

準三つ星 八千代運輸有限会社 東京都足立区伊興一丁目6番20号

準三つ星 株式会社山武運輸 東京都江戸川区江戸川三丁目40番

準三つ星 結城運輸倉庫株式会社 東京都江東区深川一丁目6番29号

準三つ星 横川貨物株式会社 東京都東村山市青葉町一丁目22番地2

準三つ星 株式会社横急 東京都江東区大島一丁目1番18号

準三つ星 菱東運輸倉庫株式会社 東京都葛飾区新宿六丁目1番1号

準三つ星 株式会社ワークオンクリエイト 東京都江戸川区中葛西六丁目9番7号

準三つ星 渡邊倉庫運送株式会社 東京都港区浜松町二丁目5番3号　リブポート浜松町2階
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（別紙１）

※評価区分ごとに、五十音順に掲載

二つ星 相川運送有限会社 東京都江戸川区東葛西二丁目3番18-102号

二つ星 株式会社青葉 東京都江戸川区東葛西六丁目5番19号

二つ星 青柳運送有限会社 東京都文京区白山五丁目26番10号

二つ星 アサヒエンタープライズ有限会社 東京都江戸川区春江町二丁目19番10号 

二つ星 株式会社Ａ．モンライン 愛知県高浜市向山町一丁目5番10号

二つ星 株式会社あやめ運輸 東京都豊島区南大塚一丁目14番12号

二つ星 株式会社荒木運輸 富山県射水市松木335番地

二つ星 安佐物流株式会社 栃木県佐野市黒袴町1307番地4

二つ星 株式会社石川運送 東京都大田区本羽田二丁目10番2号

二つ星 株式会社井門サービス 東京都品川区東大井五丁目15番3号

二つ星 内堀梱包運輸有限会社 東京都八王子市川口町3759番地

二つ星 株式会社エム・エス・カンパニー 東京都武蔵村山市三ツ木二丁目１７番地の３

二つ星 株式会社エム・エスサービス 東京都江戸川区篠崎町四丁目6番3号

二つ星 株式会社大塚組 東京都大田区東糀谷二丁目3番6号

二つ星 興津貨物自動車運輸株式会社 静岡県静岡市清水区八木間町817番地1

二つ星 有限会社尾﨑梱包 東京都東大和市高木三丁目360番地5号

二つ星 有限会社カクタス 埼玉県さいたま市緑区大門1595番地

二つ星 葛西物流株式会社 東京都江戸川区臨海町四丁目2番1号

二つ星 株式会社カタオカロジックス 東京都武蔵村山市神明三丁目132番地3

二つ星 株式会社葛飾物流 東京都葛飾区奥戸三丁目7番3号

二つ星 金子運輸株式会社 東京都練馬区高松五丁目14番5号

二つ星 株式会社金城運輸 東京都大田区千鳥三丁目15番15号

二つ星 関東急行運輸株式会社 東京都足立区加賀二丁目27番13号

二つ星 株式会社協同企画 東京都江戸川区東瑞江一丁目28番7-101号

二つ星 共立マイラ株式会社 東京都文京区小石川四丁目15番8号

二つ星 株式会社ケイ・エス・ライン 東京都練馬区土支田三丁目7番5号

二つ星 京王運輸株式会社 東京都多摩市一ノ宮一丁目26番地1

二つ星 株式会社ケイ・ツーネットワーク 大阪府東大阪市若江東町四丁目5番7号

二つ星 京南運送株式会社 東京都大田区上池台三丁目16番19号

二つ星 有限会社ケーズライン 東京都東村山市久米川町三丁目34番1号

二つ星 有限会社晃和 東京都渋谷区初台一丁目49番2-506号

二つ星 佐藤運輸有限会社 群馬県渋川市行幸田49番地の1

二つ星 三港運輸株式会社 東京都江東区辰巳三丁目7番23号

二つ星 株式会社三進 東京都江東区千石一丁目8番7号

二つ星 ジーエスケイ株式会社 東京都杉並区上井草二丁目2番2号

二つ星 株式会社ジェイアール東日本物流 東京都墨田区錦糸三丁目2番1号　アルカイースト6階

所在地

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度　評価事業者一覧

評価区分 事業者名
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所在地評価区分 事業者名

二つ星 静岡山章運輸株式会社 静岡県静岡市清水区西久保一丁目7番9号

二つ星 篠﨑運送有限会社 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目36番11号

二つ星 渋谷運輸サービス有限会社 東京都狛江市岩戸南四丁目31番18号

二つ星 株式会社昌登物流 東京都足立区舎人五丁目7番10号

二つ星 昭和の森エリアサービス株式会社 東京都昭島市田中町600番地

二つ星 正和物流株式会社 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷914番地の6

二つ星 株式会社信光物流 埼玉県三郷市彦成二丁目380番地2

二つ星 新聞輸送株式会社 東京都港区芝浦四丁目16番27号

二つ星 杉田運送有限会社 東京都足立区六町三丁目7番19号

二つ星 有限会社すずか梱包運輸 東京都葛飾区東金町七丁目37番5号

二つ星 株式会社鈴木商店 東京都練馬区北町三丁目14番6号

二つ星 諏訪運輸株式会社 東京都文京区小石川五丁目24番5-201号

二つ星 成光運輸株式会社 東京都八王子市台町三丁目27番地19号

二つ星 株式会社ダイト 東京都足立区西伊興二丁目9番9号

二つ星 タカセ運輸倉庫株式会社 東京都足立区伊興二丁目2番32号

二つ星 宝運送株式会社 東京都千代田区神田神保町三丁目2番9号

二つ星 田口運送株式会社 東京都北区浮間四丁目23番20号

二つ星 田中陸運株式会社 東京都渋谷区代々木四丁目60番10号

二つ星 多摩恵運輸株式会社 東京都東村山市野口町二丁目5番15号

二つ星 長福運送株式会社 大阪府河内長野市寿町6番32号

二つ星 筑波運輸建設株式会社 東京都武蔵村山市学園一丁目125番地

二つ星 東亜物流株式会社 東京都江戸川区一之江一丁目9番13号

二つ星 東栄運送株式会社 東京都板橋区板橋二丁目37番9号

二つ星 株式会社東京ロジステック小林徳市運送 東京都港区三田二丁目9番11号

二つ星 東昌運輸株式会社 東京都昭島市中神町二丁目24番11号

二つ星 株式会社東洋運輸 東京都東村山市恩多町一丁目30番地2

二つ星 トーヨーエキスプレス株式会社 東京都大田区矢口三丁目7番13号

二つ星 有限会社Ｄｒｅａｍ　ＫＥＩ 東京都江東区新木場一丁目2番3号

二つ星 長井運送株式会社 東京都港区芝浦一丁目3番3号

二つ星 有限会社成田梱包 東京都板橋区大門4番14-310号

二つ星 株式会社ニッコー 東京都町田市小野路町67番地1

二つ星 日伸運輸株式会社 東京都杉並区上井草三丁目32番6号　伊地知ビル2階

二つ星 日進運輸倉庫株式会社 大阪府大阪市北区大淀南一丁目3番19号

二つ星 日盛運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号

二つ星 有限会社ニューライン東京 東京都江戸川区中葛西六丁目12番16号

二つ星 株式会社野辺運輸 東京都江戸川区篠崎町六丁目6番15号

二つ星 橋本運輸株式会社 埼玉県朝霞市泉水二丁目8番4号

二つ星 有限会社八光 愛知県豊田市本町石根3番地

二つ星 浜松定温輸送株式会社 静岡県浜松市南区中田島町字本田172番地

二つ星 株式会社ハヤシ配送サービス 東京都墨田区緑二丁目6番5号
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所在地評価区分 事業者名

二つ星 株式会社彦新 東京都江戸川区一之江八丁目19番6号

二つ星 平野商運株式会社 愛知県一宮市明地字新田中切38番地の2

二つ星 株式会社フジサービス 東京都板橋区坂下三丁目37番8号

二つ星 府中自動車株式会社 東京都府中市白糸台二丁目13番1号

二つ星 株式会社辨天おがわ運輸 東京都江戸川区西葛西一丁目7番20号

二つ星 堀井運送株式会社 東京都中野区弥生町一丁目38番21号

二つ星 前田運輸株式会社 千葉県市原市岩崎839番地8

二つ星 有限会社松下運送 東京都江戸川区一之江三丁目14番2号

二つ星 株式会社丸加運送店 東京都江東区亀戸五丁目7番8号

二つ星 株式会社丸喜運輸 埼玉県川口市領家五丁目8番13号

二つ星 株式会社三村運送 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目1番7号

二つ星 都流通商会株式会社 東京都八王子市中山570番地

二つ星 宮本運送株式会社 東京都三鷹市新川一丁目14番8号

二つ星 武蔵野運送株式会社 東京都小金井市梶野町一丁目1番21号

二つ星 株式会社村山運輸 東京都新宿区百人町三丁目8番13号

二つ星 株式会社明和運輸 東京都足立区宮城一丁目6番12号

二つ星 用賀運送株式会社 東京都世田谷区上用賀五丁目7番2号

二つ星 吉澤運輸株式会社 東京都江東区扇橋一丁目2番9号
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（別紙１）

※評価区分ごとに、五十音順に掲載

準二つ星 淺見運輸倉庫株式会社 東京都世田谷区駒沢五丁目15番11号

準二つ星 アペニンコーポレーション株式会社 千葉県柏市大青田八両野722番地の4

準二つ星 天野運送株式会社 東京都品川区西五反田五丁目5番4号

準二つ星 荒木運送株式会社 東京都新宿区高田馬場三丁目46番9号

準二つ星 株式会社和泉物流 大阪府和泉市みずき台二丁目24番3号

準二つ星 市野輸送株式会社 静岡県磐田市岩井2323番地の3

準二つ星 稲垣運輸株式会社 東京都練馬区南大泉三丁目28番14号

準二つ星 株式会社磐根 東京都練馬区大泉町二丁目54番5号

準二つ星 株式会社栄光 埼玉県戸田市笹目南町9番4号

準二つ星 株式会社ＳＹ 東京都江戸川区篠崎町四丁目30番3号

準二つ星 株式会社大藏 東京都練馬区谷原四丁目20番29号

準二つ星 大沢運送有限会社 栃木県日光市大沢町1088番地1

準二つ星 株式会社オータカ 東京都杉並区堀ノ内三丁目37番5号

準二つ星 大森運送株式会社 東京都大田区大森北六丁目23番18号

準二つ星 亀戸運送株式会社 東京都江東区亀戸七丁目39番12号

準二つ星 株式会社川口商事 東京都江東区辰巳三丁目18番16号　ＫＫＳ　Ｗ／Ｈ　2階

準二つ星 関東商事株式会社 東京都江戸川区東葛西六丁目36番8号

準二つ星 株式会社関東ロジスティクス 東京都足立区鹿浜四丁目9番8号

準二つ星 北多摩運送株式会社 東京都立川市曙町一丁目37番2号

準二つ星 協同運輸株式会社 東京都足立区西伊興一丁目2番15号

準二つ星 健和流通株式会社 東京都豊島区東池袋三丁目7番5号

準二つ星 株式会社国分 東京都足立区入谷六丁目2番11号　東京団地倉庫　管理棟2階

準二つ星 株式会社コダ運輸 東京都府中市四谷六丁目40番地の1

準二つ星 株式会社寿運送 東京都文京区本郷二丁目5番8号

準二つ星 サイショウ.エクスプレス株式会社 東京都江東区千田7番11号

準二つ星 株式会社坂倉 東京都江戸川区西一之江二丁目2番8号

準二つ星 櫻商事株式会社 東京都足立区神明南一丁目5番5号

準二つ星 株式会社サンウエイ 東京都荒川区東日暮里四丁目2番17号

準二つ星 株式会社サン・エキスプレス 東京都国分寺市並木町三丁目7番2号

準二つ星 三協運輸株式会社 東京都品川区南品川一丁目3番1号

準二つ星 株式会社サンケイ城北広告社 東京都足立区入谷七丁目3番9号

準二つ星 サンワ産業株式会社 岐阜県各務原市川島小網町1900番地75

準二つ星 自由ヶ丘運送有限会社 東京都目黒区緑が丘二丁目6番15号

準二つ星 上昇運輸株式会社 東京都足立区南花畑四丁目3番22号

準二つ星 神貨自動車株式会社 兵庫県神戸市長田区苅藻島町二丁目1番17号

所在地評価区分

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度　評価事業者一覧

事業者名
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所在地評価区分 事業者名

準二つ星 新寿堂運輸株式会社 東京都江東区枝川二丁目18番10号

準二つ星 株式会社スピン 東京都八王子市越野11番地の4

準二つ星 有限会社大昌運輸 東京都足立区堀之内一丁目17番13号

準二つ星 株式会社滝島運輸 東京都渋谷区本町四丁目44番地2号

準二つ星 竹内運輸工業株式会社 東京都三鷹市下連雀六丁目1番地1号

準二つ星 株式会社竹鼻運送 東京都足立区栗原三丁目10番19-402号

準二つ星 田丸運輸株式会社 東京都練馬区早宮三丁目41番31号

準二つ星 東京共同ロジテム株式会社 東京都江東区東雲二丁目12番20号

準二つ星 東京港運送株式会社 東京都練馬区北町五丁目18番2号

準二つ星 東京ユニオン物流株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目100番地の2

準二つ星 東紅流通センター株式会社 東京都中央区湊一丁目2番10号

準二つ星 株式会社東邦運輸 東京都東久留米市本町三丁目1番9号　シャインハイツ東久留米1-E

準二つ星 株式会社中彦運送 東京都江東区大島八丁目38番22号

準二つ星 日産物流株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目10番5号　日産江戸橋ビル4階

準二つ星 日通東京運輸株式会社 東京都港区港南三丁目6番4号

準二つ星 日本運輸株式会社 東京都足立区入谷九丁目15番2号

準二つ星 柏栄産業株式会社 東京都練馬区貫井四丁目13番19号

準二つ星 有限会社春日運輸 愛知県稲沢市込野町浄道寺51番地

準二つ星 平野運送株式会社 東京都墨田区横網一丁目11番4号

準二つ星 富士運送株式会社 香川県高松市国分寺町福家乙1の1

準二つ星 藤島運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町四丁目10番4号

準二つ星 株式会社プライム物流 東京都大田区東海四丁目9番12号　6階

準二つ星 芳和輸送株式会社 東京都大田区東海三丁目6番7号

準二つ星 ホクシン運送株式会社 東京都練馬区田柄四丁目21番26号

準二つ星 町田運送店株式会社 東京都江戸川区中葛西三丁目35番1号

準二つ星 有限会社松雄運送 東京都東久留米市柳窪二丁目14番10号

準二つ星 丸栄運送有限会社 東京都江戸川区中葛西一丁目23番8号

準二つ星 丸勝運輸株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町34番7号

準二つ星 丸正運輸株式会社 東京都中央区晴海四丁目1番16号 

準二つ星 丸武運輸株式会社 東京都江東区佐賀一丁目11番8号

準二つ星 株式会社マルトウ 群馬県高崎市上滝町239番地

準二つ星 有限会社丸橋運送店 東京都江東区亀戸七丁目64番3号

準二つ星 丸福運輸株式会社 東京都港区芝大門一丁目3番11号

準二つ星 三つ葉運輸株式会社 埼玉県新座市野火止四丁目19番36号

準二つ星 株式会社三星・運送 東京都青梅市今井三丁目4番地の14

準二つ星 有限会社美松運送 群馬県藤岡市三本木430番地7

準二つ星 株式会社宮岡運輸 埼玉県入間市東藤沢三丁目1番11号

準二つ星 武蔵通商株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目24番2号

準二つ星 八武崎運送株式会社 東京都江戸川区松江二丁目26番5号
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準二つ星 株式会社ロードランナー 東京都杉並区宮前一丁目14番15号

準二つ星 ロジスペック株式会社 埼玉県草加市青柳三丁目31番3号
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※評価区分ごとに、五十音順に掲載

一つ星 株式会社アクセル 東京都八王子市大塚641番1-103号

一つ星 緋田運輸株式会社 東京都中野区本町四丁目6番3号

一つ星 アシストライン株式会社 東京都足立区入谷七丁目5番3号 

一つ星 石山運送株式会社 東京都足立区保塚町6番12号

一つ星 株式会社石和 東京都足立区六町二丁目1番8号

一つ星 上野運輸株式会社 東京都北区豊島二丁目17番16号

一つ星 海野運送株式会社 東京都江戸川区東葛西二丁目10番15号

一つ星 栄晃産業株式会社 東京都三鷹市牟礼一丁目11番15号

一つ星 株式会社エイチライン 東京都調布市深大寺東町一丁目29番地4

一つ星 株式会社エスケイ運輸 東京都足立区六木四丁目9番26号

一つ星 大倉企業株式会社 東京都あきる野市下代継181番地

一つ星 有限会社大澤組 東京都港区海岸三丁目6番43号

一つ星 大友運輸株式会社 東京都板橋区高島平六丁目2番5号

一つ星 有限会社小作物産 東京都羽村市羽加美三丁目5番25号

一つ星 開星運輸株式会社 東京都江戸川区新堀二丁目16番19号

一つ星 株式会社金原運送店 東京都荒川区南千住三丁目23番12号

一つ星 川西運輸株式會社 東京都台東区台東二丁目6番12号

一つ星 有限会社キャスコジャパン 東京都大田区東海四丁目3番8号　三井倉庫株式会社　大井事務所2階

一つ星 有限会社キャリーアート 東京都葛飾区奥戸四丁目8番1号

一つ星 共立ラインサービス株式会社 東京都立川市高松町一丁目100番地　46号棟

一つ星 金方堂運輸株式会社 埼玉県川口市安行原100番地

一つ星 京浜運送株式会社 東京都大田区京浜島三丁目5番2号

一つ星 京北倉庫株式会社 東京都北区堀船二丁目30番3号

一つ星 江商運輸株式会社 東京都江戸川区西葛西六丁目4番14号

一つ星 幸德運輸有限会社 東京都板橋区赤塚新町二丁目15番11号

一つ星 株式会社興農 東京都江戸川区松江一丁目3番10号

一つ星 幸洋運輸株式会社 栃木県宇都宮市東谷町236番地1

一つ星 小島運送株式会社 東京都江戸川区南葛西一丁目13番15号

一つ星 有限会社小関商事 東京都立川市一番町一丁目25番16号

一つ星 こんわ運輸有限会社 東京都足立区本木南町20番8号

一つ星 坂本商工株式会社 東京都大田区仲六郷三丁目5番14号

一つ星 株式会社サワ・コーポレーション 東京都品川区八潮三丁目3番22号　東京貨物ターミナル駅事務所内

一つ星 株式会社三喜運輸 東京都江戸川区新堀二丁目16番19号

一つ星 株式会社三進運輸 東京都西東京市田無町二丁目17番7号

一つ星 三和運輸株式会社 東京都千代田区猿楽町二丁目8番10号

一つ星 株式会社システムライン 東京都足立区花畑六丁目15番1号

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度　評価事業者一覧

評価区分 所在地事業者名
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評価区分 所在地事業者名

一つ星 有限會社篠﨑運送店 東京都千代田区神田神保町二丁目5番地

一つ星 ジャパンエナジック株式会社 東京都千代田区外神田六丁目13番10号　プロステック秋葉原7階

一つ星 新関東ネギシ株式会社 千葉県市原市五井南海岸37番地3

一つ星 新光運送株式会社 東京都江戸川区清新町二丁目9番10号

一つ星 株式会社新興運輸 埼玉県所沢市東所沢二丁目36番7号

一つ星 新宿運輸商事株式会社 東京都新宿区西早稲田二丁目20番18号

一つ星 鈴木運送株式会社 東京都大田区本羽田一丁目17番9号

一つ星 鈴直運送株式会社 東京都江東区南砂六丁目2番12号

一つ星 鈴直運輸株式会社 東京都江東区南砂六丁目2番12号

一つ星 株式会社スワンサービス 東京都杉並区西荻北五丁目20番14号

一つ星 株式会社セイワ運輸 大阪府大阪市住之江区南港南五丁目2番100号

一つ星 株式会社相互梱包運送 東京都練馬区西大泉二丁目1番8号

一つ星 大作輸送株式会社 東京都足立区入谷七丁目5番3号 

一つ星 有限会社大拓 東京都江東区牡丹三丁目19番5号

一つ星 大徳運輸株式会社 埼玉県草加市谷塚町1230番地4

一つ星 株式会社タイヨーリクテム 東京都江東区辰巳三丁目13番15号

一つ星 株式会社タカセ運輸集配システム 東京都港区新橋一丁目10番9号

一つ星 有限会社高梨急送 東京都立川市曙町一丁目37番2号

一つ星 株式会社滝野川梱包運輸 東京都東村山市秋津町三丁目37番1号

一つ星 有限会社武智運送店 東京都足立区新田一丁目1番14号

一つ星 株式会社田邉商店 東京都立川市一番町五丁目5番1号

一つ星 谷正運輸株式会社 大阪府守口市南寺方東通四丁目21番24号

一つ星 多摩総業有限会社 東京都立川市砂川町八丁目18番30号

一つ星 中央車輌輸送株式会社 東京都港区東麻布一丁目10番10号

一つ星 帝都運輸機工株式会社 東京都墨田区墨田三丁目41番6号

一つ星 天山運輸株式会社 東京都江戸川区江戸川五丁目9番8号

一つ星 東京食料運輸株式会社 東京都江東区辰巳一丁目5番10号

一つ星 東京荷役管理株式会社 東京都江東区辰巳一丁目5番10号

一つ星 東新トレーラーエキスプレス株式会社 東京都港区芝浦二丁目3番31号

一つ星 株式会社東都運搬社 東京都墨田区向島四丁目10番19号

一つ星 東武高活運輸株式会社 東京都江戸川区西一之江二丁目21番15号

一つ星 東洋興業株式会社 東京都板橋区舟渡二丁目11番5号

一つ星 株式会社トートラ 東京都千代田区内神田二丁目14番13号

一つ星 都北運輸株式会社 東京都北区浮間四丁目20番6号

一つ星 トランスネット株式会社 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町15番7号

一つ星 有限会社中村商事 東京都江戸川区南小岩三丁目21番10号

一つ星 成増興業株式会社 東京都練馬区北町七丁目4番8号

一つ星 西口物流株式会社 東京都江戸川区春江町二丁目2番25号

一つ星 日和運輸倉庫株式会社 神奈川県川崎市川崎区東扇島18番地2　ロジポート東扇島A棟5階

一つ星 日京運輸株式会社 東京都港区南麻布二丁目2番9号
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評価区分 所在地事業者名

一つ星 日昭運輸株式会社 東京都江東区北砂三丁目35番13号

一つ星 株式会社ニッタ 東京都江戸川区南葛西四丁目10番9号

一つ星 日本興運株式会社 東京都江東区新木場二丁目5番2号

一つ星 沼尾興業株式会社 東京都江東区北砂五丁目17番42号

一つ星 有限会社のぞみ運輸 東京都江東区辰巳一丁目6番7号

一つ星 野呂水産運輸有限会社 三重県四日市市富双二丁目1番地37

一つ星 株式会社羽田運送店 東京都八王子市中野山王三丁目25番34号

一つ星 八大株式会社 東京都中央区日本橋人形町二丁目16番7号

一つ星 晴栄運送有限会社 東京都足立区梅田四丁目22番11号

一つ星 株式会社ビーワントランスポート 東京都三鷹市深大寺一丁目13番12号

一つ星 光運送有限会社 東京都葛飾区鎌倉一丁目24番9号

一つ星 光が丘運輸株式会社 東京都練馬区土支田一丁目24番15号

一つ星 ひかり物流株式会社 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目1番1号

一つ星 舟津運送株式会社 東京都中央区入船一丁目2番8号

一つ星 古屋運送株式会社 東京都新宿区上落合一丁目4番1号

一つ星 プロスタッフ株式会社 東京都立川市栄町五丁目11番1号　2階

一つ星 株式会社ＨＥＡＶＥＮ 東京都江戸川区東小岩一丁目17番17号

一つ星 北斗システム輸送株式会社 東京都板橋区中台三丁目23番25号

一つ星 堀内運送株式会社 東京都文京区向丘一丁目9番14号

一つ星 マチダトランスポート株式会社 東京都町田市旭町二丁目13番地6号

一つ星 眞見運送有限会社 東京都足立区保木間四丁目51番6号

一つ星 有限会社丸オ奥田商店 東京都江東区木場五丁目12番3号

一つ星 丸嘉運輸倉庫株式会社 大阪府吹田市南金田一丁目13番34号

一つ星 丸信産業有限会社 東京都昭島市田中町一丁目35番1号

一つ星 株式会社マルヤマサービス 東京都足立区入谷五丁目14番7号

一つ星 三浦運送株式会社 東京都江戸川区東葛西五丁目53番8号

一つ星 みすゞ興業株式会社 東京都板橋区舟渡二丁目10番7号

一つ星 水野運送株式会社 東京都北区堀船三丁目43番10号

一つ星 武蔵野清運有限会社 東京都西東京市泉町二丁目18番16号

一つ星 株式会社本島運送 東京都青梅市新町七丁目1番地の10

一つ星 株式会社森田商運 東京都足立区綾瀬二丁目22番15-204号

一つ星 茂呂運送株式会社 東京都練馬区田柄一丁目14番19号

一つ星 有限会社弥栄運輸 東京都練馬区向山四丁目16番1号

一つ星 有限会社柳川運送 東京都足立区千住東二丁目21番29号

一つ星 株式会社横急運輸 神奈川県川崎市幸区小倉五丁目29番10号

一つ星 横山運送有限会社 東京都足立区六木四丁目6番30号
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（別紙２）

1 有限会社沖倉運送 東京都世田谷区下馬四丁目20番10号

2 株式会社ブルーラインエキスプレス 東京都足立区入谷四丁目5番7号

3 村松機工運輸株式会社 東京都江東区東陽一丁目18番17号

4 株式会社森田産業運輸 東京都足立区江北三丁目3番22号

5 アペニンコーポレーション株式会社 千葉県柏市大青田八両野722番地の4

6 荒木運送株式会社 東京都新宿区高田馬場三丁目46番9号

7 株式会社石和 東京都足立区六町二丁目1番8号

8 株式会社磐根 東京都練馬区大泉町二丁目54番5号

9 大倉企業株式会社 東京都あきる野市下代継181番地

10 大島運輸株式会社 東京都新宿区新宿一丁目25番3-503号

11 有限会社キャスコジャパン 東京都大田区東海四丁目3番8号　三井倉庫株式会社　大井事務所2階

12 株式会社ケイ・ツーネットワーク 大阪府東大阪市若江東町四丁目5番7号

13 昭和の森エリアサービス株式会社 東京都昭島市田中町600番地

14 中央車輌輸送株式会社 東京都港区東麻布一丁目10番10号

15 筑波運輸建設株式会社 東京都武蔵村山市学園一丁目125番地

16 天山運輸株式会社 東京都江戸川区江戸川五丁目9番8号

17 東京ユニオン物流株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目100番地の2

18 東紅流通センター株式会社 東京都中央区湊一丁目2番10号

19 東昌運輸株式会社 東京都昭島市中神町二丁目24番11号

20 東新トレーラーエキスプレス株式会社 東京都港区芝浦二丁目3番31号

21 日和運輸倉庫株式会社 神奈川県川崎市川崎区東扇島18番地2　ロジポート東扇島A棟5階

22 株式会社ニッコー 東京都町田市小野路町67番地1

23 柏栄産業株式会社 東京都練馬区貫井四丁目13番19号

24 晴栄運送有限会社 東京都足立区梅田四丁目22番11号

25 ひかり物流株式会社 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目1番1号

26 平野運送株式会社 東京都墨田区横網一丁目11番4号

27 株式会社ＨＥＡＶＥＮ 東京都江戸川区東小岩一丁目17番17号

28 堀内運送株式会社 東京都文京区向丘一丁目9番14号

29 マチダトランスポート株式会社 東京都町田市旭町二丁目13番地6号

30 株式会社ロードランナー 東京都杉並区宮前一丁目14番15号

No. 事業者名

２０２１年度(令和３年度）東京都貨物輸送評価制度
５年連続評価最優秀事業者及び優秀事業者一覧

※評価区分ごとに、五十音順に掲載

【最優秀事業者】

【優秀事業者】

所在地

所在地事業者名No.


