
番号 会社名 営業所名 住所

1 大京運輸株式会社 豊洲
2 ニックフレート株式会社 東京物流センター
3 日本ロジテム株式会社 大井
4 立正運送株式会社 東京営業所
5 昭和運輸倉庫株式会社 本社
6 ジャパンエクスプレス株式会社 本社営業所
7 第一貨物株式会社 京浜支店
8 汐留運送株式会社 辰巳営業所
9 三和運送事業株式会社 昭島営業所
10 株式会社サカイ引越センター 葛飾支社
11 芳商物流株式会社 本社営業所
12 井住運送株式会社 大井
13 ヤマト運輸株式会社 東久留米営業所
14 株式会社中央流通サービス 本社営業所
15 株式会社ムービングサポート 東京営業所
16 ヤマト運輸株式会社 立川営業所
17 浪速運送株式会社 東京
18 信越定期自動車株式会社 浮間営業所
19 信越定期自動車株式会社 東雲支店
20 有限会社ホクトコンテナ輸送 本社営業所
21 東武高活運輸株式会社 本社営業所
22 有限会社松下運送 本社営業所
23 大京運輸株式会社 大井営業所
24 関東名鉄運輸株式会社 葛西
25 株式会社大崎 町田営業所
26 佐川急便株式会社 城北営業所
27 株式会社大津運送 本社
28 アヅマ・ロジテック株式会社 有明営業所
29 愛知陸運株式会社 あきる野物流センター
30 リファーシステムジャパン株式会社 平和島営業所
31 ＴＳネットワーク株式会社 羽田流通センター
32 株式会社Ｐｓトランスポート 大田営業所
33 興徳運送株式会社 本社営業所
34 ＴＳネットワーク株式会社 東京支店
35 大日運輸倉庫株式会社 本社営業所
36 株式会社忠立企画 本社

２０２２年度 Ｇマーク更新予定 事業所 一覧(初回更新)
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37 株式会社ナガヤマ物流 八王子営業所
38 神奈川センコー運輸株式会社 平和島営業所
39 株式会社サカイ引越センター 小平支社
40 株式会社サカイ引越センター 練馬支社
41 株式会社ホームエネルギー西関東 東京営業所
42 相互運輸株式会社 有明営業所
43 東礼自動車株式会社 立川営業所
44 東礼自動車株式会社 葛飾営業所
45 株式会社サカイ引越センター 東京西支社
46 株式会社光陽ライン 本社営業所
47 東礼自動車株式会社 江東営業所
48 銀座急送株式会社 辰巳営業所
49 青伸産業運輸株式会社 瑞穂営業所
50 ＳＢＳフレックネット株式会社 日野営業所
51 株式会社エムアンドワイ 本社
52 用賀運送株式会社 本社営業所
53 株式会社ケイ・エム 本社営業所
54 奥住運輸有限会社 稲城営業所
55 シン・ワート・ジャパン株式会社 本社営業所
56 エヌティ陸送株式会社 小台営業所
57 株式会社ＮＢＳロジソル 東京港
58 株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 国立
59 品川運輸株式会社 本社
60 福山通運株式会社 東京支店
61 有限会社キャスコジャパン 東京営業所
62 株式会社城東トランスポート 本社営業所
63 ケイアイ株式会社 中央 営業所
64 イズミ物流株式会社 小平営業所
65 株式会社砂町運輸 本社営業所
66 マルサダ運輸株式会社 本社営業所
67 コンポート株式会社 有明営業所
68 株式会社盛運 本社営業所
69 宇徳流通サービス株式会社 町田営業所
70 ビコー輸送株式会社 本社
71 ヤマト運輸株式会社 青山営業所
72 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社 世田谷営業所



番号 会社名 営業所名 住所
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73 株式会社エムズ・エイド 本社営業所
74 株式会社浜田 東京リサイクルセンター
75 運送サービス株式会社 大森
76 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社 品川営業所
77 運送サービス株式会社 東京
78 株式会社ＷＩＴ 本社営業所
79 ＳＢＳゼンツウ株式会社 町屋営業所
80 帝都運輸機工株式会社 本社
81 司企業株式会社 羽村



番号 会社名 営業所名 住所

1 松岡満運輸株式会社 東京支店
2 松岡満運輸株式会社 京浜営業所
3 太陽運輸株式会社 東京営業所
4 株式会社エムティ輸送 本社営業所
5 株式会社アクセス・トランスポート 本社
6 株式会社トランスメイト 八王子営業所
7 株式会社ニッコー 本社営業所
8 株式会社山武運輸 本社
9 株式会社神戸運輸 本社営業所
10 株式会社大東運輸 本社営業所
11 有限会社すずか梱包運輸 本社
12 株式会社興真運送 本社営業所
13 有限会社勝己運輸 本社
14 有限会社新藤運輸商事 本社
15 有限会社仲運送 本社
16 有限会社湊運輸 本社
17 有限会社明鉄運輸 本社
18 安藤運輸有限会社 本社
19 ダイセーロジスティクス株式会社 武蔵野ハブセンター
20 タカセ運輸倉庫株式会社 本社営業所
21 ちとせ運送株式会社 本社営業所
22 ファースト運輸株式会社 本社
23 ヤマト運輸株式会社 文京千駄木営業所
24 ヤマト運輸株式会社 葛飾水元営業所
25 ヤマト運輸株式会社 一之江営業所
26 ヤマト運輸株式会社 墨田東営業所
27 ヤマト運輸株式会社 葛飾営業所
28 ヤマト運輸株式会社 羽田クロノゲート
29 ヤマト運輸株式会社 馬込営業所
30 ヤマト運輸株式会社 糀谷営業所
31 ヤマト運輸株式会社 台場営業所
32 ヤマト運輸株式会社 大森北営業所
33 ヤマト運輸株式会社 大井営業所
34 ヤマト運輸株式会社 青梅営業所
35 関東急行運輸株式会社 本社
36 関東輸送株式会社 本社

２０２２年度 Ｇマーク更新予定 事業所 一覧(2回目更新)
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37 丸重運輸株式会社 本社
38 丸信産業有限会社 本社営業所
39 絹川屋運送株式会社 辰巳総合物流センター
40 弘済運輸株式会社 足立営業所
41 國際輸送株式会社 足立
42 佐久間運送株式会社 本社
43 小島運送株式会社 本社
44 エヌティ陸送株式会社 本社営業所
45 エヌティ陸送株式会社 拝島営業所
46 新聞輸送株式会社 読売新聞
47 生沼輸送株式会社 本社
48 相川運送有限会社 本社
49 村松機工運輸株式会社 本社
50 筑波運輸建設株式会社 本社
51 天山運輸株式会社 本社
52 電材運輸株式会社 本社
53 東京ユニオン物流株式会社 立川営業所
54 東礼自動車株式会社 多摩営業所
55 東礼自動車株式会社 小平営業所
56 東和運送株式会社 本社営業所
57 株式会社マルホ運輸 本社
58 芳和輸送株式会社 本社
59 山本運送株式会社 東京
60 株式会社滝野川梱包運輸 本社営業所
61 デリバリーサービス株式会社 立川ハブセンター
62 有限会社ケーズライン 本社営業所
63 株式会社いづみ商事 本社営業所
64 有限会社佐藤清運 本社営業所
65 株式会社エムティーロジ 本社営業所
66 有限会社ＤｒｅａｍＫＥＩ 本社営業所
67 株式会社引越社 杉並支店
68 株式会社Ｎ・フレートシステム 本社営業所
69 株式会社ロジメディカル 多摩営業所
70 株式会社ヒロカイ東京 本社
71 有限会社大拓 本社営業所
72 日の出コンテナライン株式会社 大井営業所



番号 会社名 営業所名 住所
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73 株式会社ワークオンクリエイト 本社営業所
74 株式会社Ａ１ 本社
75 アール企画株式会社 本社営業所
76 西濃運輸株式会社 京浜ターミナル支店
77 丸昭運送株式会社 東京営業所
78 アートコーポレーション株式会社 目黒支店
79 アートコーポレーション株式会社 葛飾支店
80 杉村運輸株式会社 江東営業所
81 株式会社ロイヤルコーポレーション 関東営業所
82 株式会社ロジック 東京営業所
83 山村ロジスティクス株式会社 八王子運輸営業所
84 株式会社グンリック 東京
85 有限会社夏井輸送 本社営業所



番号 会社名 営業所名 住所

1 富田運輸株式会社 東京営業所
2 株式会社本島運送 青梅営業所
3 株式会社三協運輸サービス 板橋営業所
4 ＳＢＳゼンツウ株式会社 東京西営業所
5 ＳＢＳゼンツウ株式会社 板橋営業所
6 ＳＢＳ即配サポート株式会社 東京本店
7 株式会社エスケーサービス 江東支店営業所
8 株式会社パルライン 青梅営業所
9 ヒタチ株式会社 杉並ハブセンター
10 東京トラック運送株式会社 板橋支店
11 エーツーエーロジコム株式会社 葛西営業所
12 株式会社シバサキ 本社
13 株式会社タイヨーリクテム 本社営業所
14 株式会社ニュー多摩運輸 本社
15 株式会社栄光 府中営業所
16 株式会社薩南陸運 本社営業所
17 株式会社小川工営 本社営業所
18 株式会社新成商事 本社営業所
19 株式会社石川興業運輸 本社営業所
20 株式会社大東建興 本社
21 株式会社ＩＫＥＤＡコーポレーション 本社営業所
22 株式会社都築運輸 本社営業所
23 株式会社ダイヤル運送 本社
24 有限会社マルタカ運輸 本社営業所
25 有限会社玉井工業 本社営業所
26 有限会社日本カーゴシステム 本社営業所
27 有限会社弥栄運輸 本社営業所
28 有限会社柳川運送 本社営業所
29 有限会社柳沢運輸 本社営業所
30 アイエムエキスプレス株式会社 辰巳事務所
31 イノウ運輸株式会社 本社営業所
32 テツソー物流株式会社 本社営業所
33 ピアノ運送株式会社 東京本店
34 ヤマト運輸株式会社 大泉営業所
35 ヤマト運輸株式会社 吉祥寺営業所
36 ヤマト運輸株式会社 上井草営業所

２０２２年度 Ｇマーク更新予定 事業所 一覧(３回目更新)
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37 ヤマト運輸株式会社 下里営業所
38 ヤマト運輸株式会社 隅田川コンテナ支店
39 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 物流センター江東
40 横山運送有限会社 本社営業所
41 加賀運送有限会社 本店
42 海野運送株式会社 本社営業所
43 葛西物流株式会社 本社営業所
44 岸澤運輸株式会社 本社営業所
45 京王運輸株式会社 世田谷営業所
46 共立ラインサービス株式会社 本社営業所
47 熊井梱包運輸株式会社 本社営業所
48 光運送有限会社 本社営業所
49 光新運送株式会社 本社営業所
50 荒木運送株式会社 本社営業所
51 三鈴運送有限会社 本社営業所
52 十條運輸有限会社 本社営業所
53 株式会社新開トランスポートシステムズ 西東京営業所
54 新聞輸送株式会社 朝日新聞営業所
55 成光運輸株式会社 本社営業所
56 有限会社サツケン 本社営業所
57 石坂運輸株式会社 本社営業所
58 石川運輸倉庫株式会社 平和島営業所
59 洗足池運輸株式会社 仲池上営業所
60 大作輸送株式会社 本社営業所
61 大森運送株式会社 本社営業所
62 東丸運輸株式会社 本社営業所
63 東京荷役管理株式会社 本社営業所
64 株式会社合通ジェイトラ 東京支店
65 南多摩運送株式会社 八王子営業所
66 日本通運株式会社 首都圏支店 移転引越第二営業部 北千住作業課

67 八王子急便株式会社 本社営業所
68 株式会社磐根 本社営業所
69 富沢運送株式会社 本社営業所
70 富島海運株式会社 本社営業所
71 府中自動車株式会社 本社営業所
72 丸正運輸株式会社 本社営業所
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73 株式会社カタオカロジックス 本社営業所
74 有限会社森田運送 本社営業所
75 日本郵便株式会社 昭島郵便局
76 日本郵便株式会社 晴海郵便局
77 株式会社フィフティーワン 本社営業所
78 株式会社関戸運輸 本社営業所
79 東海急送株式会社 本社営業所
80 株式会社グリーンステージ 江戸川営業所
81 株式会社ギオン 八王子センター
82 トランコムＤＳ株式会社 大田営業所
83 株式会社平山商事 東京営業所
84 佐川急便株式会社 江東営業所
85 株式会社サカイ引越センター 東京南支社
86 株式会社サカイ引越センター 町田支社
87 株式会社アサヒセキュリティ 東京警送営業所
88 株式会社ヒガシトゥエンティワン 東京総合物流センター
89 瀬戸内陸運株式会社 東京支店
90 西鉄運輸株式会社 東京統括支店
91 株式会社ナカノ商会 有明支店営業所



番号 会社名 営業所名 住所

1 札樽自動車運輸株式会社 東京支店
2 新潟運輸株式会社 東京支店
3 株式会社トランス・グリップ 昭島営業所
4 日東富士運輸株式会社 東京支店
5 株式会社アベ 本社営業所
6 株式会社トートラ 練馬営業所
7 株式会社トーリク 東京営業所
8 株式会社ハヤシ配送サービス 本社営業所
9 株式会社ヒューテックノオリン 東京支店
10 株式会社ロードランナー 杉並営業所
11 株式会社金枝運輸 本社営業所
12 株式会社藤倉運輸 本社営業所
13 株式会社豊運輸 本社営業所
14 株式会社丸喜運輸 本社営業所
15 有限会社丸橋運送店 本社営業所
16 株式会社三進 新木場営業所
17 浅野運輸株式会社 本社営業所
18 八丁堀物流有限会社 本社
19 株式会社東京キャリイサービス 本社営業所
20 株式会社板橋運送 本社営業所
21 アイシーエクスプレス株式会社 本社
22 カンダリテールサポート株式会社 東京ＣＳセンター
23 株式会社センコーリビングプラザ 東京店
24 トーヨーエキスプレス株式会社 東京営業所
25 ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 物流センター京浜島
26 センコーエーラインアマノ株式会社 東京営業所
27 株式会社カトー物流 本社営業所
28 丸福運送有限会社 本社
29 江口運送株式会社 本社営業所
30 ＳＧムービング株式会社 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ営業所
31 三竹運送有限会社 本社
32 自由ケ丘運送有限会社 本社営業所
33 上野運輸株式会社 本社営業所
34 信濃運輸株式会社 本社
35 清澄運輸株式会社 深川営業所
36 成増興業株式会社 本社

２０２２年度 Ｇマーク更新予定 事業所 一覧(４回目更新)
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37 西町運送株式会社 本社営業所
38 千代田運送株式会社 町田営業所
39 大和システム運輸株式会社 本社営業所
40 天龍運輸株式会社 本社営業所
41 東亜物流株式会社 本社営業所
42 東京運送株式会社 城東営業所
43 藤和運輸株式会社 本社営業所
44 日通隅田川運輸株式会社 隅田川事業所
45 日和運輸倉庫株式会社 本社
46 堀内運送株式会社 本社営業所
47 協和企業株式会社 本社営業所
48 青柳運送有限会社 本社営業所
49 株式会社エム・エスサービス 本社営業所
50 シナノライン株式会社 本社営業所
51 株式会社サンロジスティックス 東京営業所
52 セイト物流株式会社 本社営業所
53 ヤマト運輸株式会社 埼玉南営業所
54 ヤマト運輸株式会社 天王洲営業所
55 ヤマト運輸株式会社 渋谷営業所
56 ヤマト運輸株式会社 銀座営業所
57 ジャスト物流株式会社 東京営業所
58 セイホー運輸株式会社 東京営業所
59 宇徳ロジスティクス株式会社 東京
60 早川海陸輸送株式会社 東京営業所
61 佐川急便株式会社 赤羽営業所
62 佐川急便株式会社 八王子営業所
63 丸点通運株式会社 東京支店
64 四国名鉄運輸株式会社 東京支店
65 株式会社 カンダコアテクノ ロジテクノ営業所



番号 会社名 営業所名 住所

1 菱中海陸運輸株式会社 東京営業所
2 東日本エア・ウォーター物流株式会社 府中医療営業所
3 第一貨物株式会社 板橋支店
4 新潟運輸株式会社 京浜支店
5 新潟運輸株式会社 足立支店
6 株式会社井門サービス 大森営業所
7 株式会社三榮商會 東京営業所
8 株式会社東髙運輸 江戸川本社
9 株式会社美喜運輸 本社営業所
10 株式会社輕便社 本社営業所
11 有限会社大澤組 本社営業所
12 カネ秀関東急送株式会社 本社
13 システム運輸株式会社 本社営業所
14 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 府中
15 ヤマト運輸株式会社 湯島営業所
16 ヤマト運輸株式会社 江戸川篠崎営業所
17 ヤマト運輸株式会社 江戸川営業所
18 ヤマト運輸株式会社 葛飾堀切営業所
19 ヤマト運輸株式会社 吾妻橋営業所
20 ヤマト運輸株式会社 江東扇橋営業所
21 ヤマト運輸株式会社 葛飾柴又営業所
22 ヤマト運輸株式会社 墨田営業所
23 ヤマト運輸株式会社 三軒茶屋営業所
24 王子運送株式会社 隅田川支店
25 関東トナミ運輸株式会社 立川営業所
26 株式会社マルノウチ 西東京営業所
27 亀戸運送株式会社 本社営業所
28 京王運輸株式会社 多摩営業所
29 三港運輸株式会社 本社営業所
30 七福運送株式会社 本社営業所
31 株式会社ＮＳロジ東日本 東京営業所
32 城北運輸株式会社 本社営業所
33 西都梱包運輸株式会社 本社営業所
34 株式会社村山運輸 本社営業所
35 東京共同ロジテム株式会社 本社営業所
36 東洋メビウス株式会社 多摩支店
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37 日米産業株式会社 本社営業所
38 日本梱送株式会社 本社営業所
39 日本通運株式会社 隅田川支店北千住事業所オペレーションセンター

40 日本通運株式会社 関東美術品支店
41 日本通運株式会社 西東京警送支店東府中センター
42 日本通運株式会社 東京海運支店大井輸送事業所
43 日本通運株式会社 首都圏支店東京コンテナ事業所
44 八信陸運株式会社 本社営業所
45 武蔵通商株式会社 本社営業所
46 有限会社小林運送店 本社営業所
47 大島運輸株式会社 井草営業所
48 日通羽田グランドサービス株式会社 本社営業所
49 ヤマト運輸株式会社 江東営業所
50 ヤマト運輸株式会社 板橋営業所
51 ヤマト運輸株式会社 新橋営業所
52 ケーエルサービス東日本株式会社 東京東営業所
53 西濃運輸株式会社 世田谷支店


