
１．ラッピングトラック協⼒会社（継続中） （敬称略）

都道府県 事業者名 都道府県 事業者名

1 北海道 飯島運輸物流株式会社 31 福島 會津通運株式会社

2 北海道 ⼤友運送株式会社 32 福島 株式会社帝北ロジスティックス

3 北海道 株式会社⼤真運輸 33 茨城 下館陸運株式会社

4 北海道 株式会社函館⼩型運送 34 茨城 ミヤウチ物流システム株式会社

5 北海道 札幌新聞輸送株式会社 35 茨城 三共貨物⾃動⾞株式会社

6 北海道 三栄運輸株式会社 36 栃⽊ 株式会社サンコー

7 北海道 しらいトランク・サポート株式会社 37 栃⽊ ⽇⽣流通運輸倉庫株式会社

8 北海道 武⽥運輸株式会社 38 群⾺ 株式会社新鮮便

9 北海道 津軽運輸株式会社 39 群⾺ 関東運輸株式会社

10 北海道 広野運輸株式会社 40 群⾺ 株式会社マルトウ

11 北海道 北海道フーズ輸送株式会社 41 埼⽟ ⽇⽣流通運輸倉庫株式会社

12 北海道 道勝運輸株式会社 42 千葉 株式会社⽯原運輸

13 北海道 三ッ輪物流株式会社 43 千葉 株式会社太平洋エクスプレス

14 北海道 有限会社ひまわり 44 千葉 根岸運輸株式会社

15 北海道 旭川⼩型運輸株式会社 45 東京 株式会社商運サービス

16 北海道 ⼭登運輸株式会社 46 東京 株式会社村⼭運輸

17 北海道 株式会社丸⽇⽇諸産業 47 東京 川崎陸送株式会社

18 ⻘森 ⿊⽯貨物⾃動⾞株式会社 48 東京 キユーソーティス株式会社

19 ⻘森 東北商運株式会社 49 東京 七福運送株式会社

20 ⻘森 株式会社ツーワン輸送 50 東京 新聞輸送株式会社

21 岩⼿ 岩泉⾃動⾞運輸株式会社 51 東京 セイホー運輸株式会社

22 岩⼿ 湊運輸倉庫株式会社 52 東京 中央運送株式会社

23 宮城 協和物流株式会社 53 東京 東京⾷料運輸株式会社

24 宮城 仙台中央運送株式会社 54 東京 トーヨーエキスプレス株式会社

25 宮城 有限会社武⼭商運 55 東京 ⻄多摩運送株式会社

26 秋⽥ 株式会社秋⽥市場運送 56 東京 株式会社藤倉運輸

27 ⼭形 エイエスエムトランスポート株式会社 57 神奈川 浅倉商事株式会社

28 ⼭形 第⼀貨物株式会社 58 神奈川 川崎運送株式会社

29 ⼭形 ベア・ロジコ株式会社 59 神奈川 新⽇本運輸株式会社

30 ⼭形 株式会社佐藤運送 60 神奈川 横浜低温流通株式会社

※平成２４年度〜令和３年度に実施して現在も継続中の協⼒会社

※１社で複数⾞両を⾛⾏させている会社があります。 令和３年１０⽉２５⽇時点

安全性優良事業所認定制度（Ｇマーク制度）の認知に向けた

ラッピングトラック⾛⾏の協⼒会社⼀覧



１．ラッピングトラック協⼒会社（継続中） （敬称略）

都道府県 事業者名 都道府県 事業者名

61 神奈川 有限会社三原運輸商事 91 三重 三重執⻤株式会社

62 ⼭梨 ⼭梨総合運輸株式会社 92 三重 株式会社宝輪

63 ⼭梨 ⼭梨貨物⾃動⾞株式会社 93 滋賀 株式会社滋賀運送⻯王

64 新潟 株式会社⻑⾕川運送 94 京都 株式会社塚腰運送

65 新潟 中越トラック 株式会社 95 京都 有限会社タテロ

66 ⻑野 上伊那貨物⾃動⾞株式会社 96 ⼤阪 株式会社清丸運輸

67 ⻑野 有限会社飯⽥市場運輸 97 ⼤阪 ⽵⽥運送株式会社

68 ⻑野 眞⽥陸送株式会社 98 ⼤阪 新栄運輸株式会社

69 富⼭ 株式会社⻑⾕川運輸 99 兵庫 株式会社⼋⿅逓送

70 富⼭ 富⼭県⼩型運輸株式会社 100 兵庫 姫路合同貨物⾃動⾞株式会社

71 富⼭ 株式会社新陸運輸 101 兵庫 協栄運輸株式会社

72 ⽯川 ⼤協運送株式会社 102 奈良 新運輸株式会社

73 ⽯川 北陸貨物運輸株式会社 103 奈良 森本運輸株式会社

74 ⽯川 株式会社⽇新 104 奈良 塚本運送株式会社

75 福井 株式会社アイシー物流 105 和歌⼭ 秋⼭逓送株式会社

76 福井 春江貨物株式会社 106 和歌⼭ 酒本物流有限会社

77 福井 株式会社若狭輸送 107 和歌⼭ 新栄陸運株式会社

78 岐⾩ 株式会社⾼富運輸 108 和歌⼭ 福⼭通運株式会社

79 岐⾩ 中部急送株式会社 109 ⿃取 ⼭進運輸株式会社

80 岐⾩ ⼭栄物資運輸株式会社 110 ⿃取 中部貨物有限会社

81 岐⾩ 揖斐運輸株式会社 111 岡⼭ 岡⼭県貨物運送株式会社

82 静岡 株式会社アトランス 112 岡⼭ 岡⼭スイキュウ株式会社

83 静岡 徳三運輸倉庫株式会社 113 岡⼭ オクデヤ運送株式会社

84 静岡 浜松定温輸送株式会社 114 広島 株式会社星川産業

85 静岡 ヤマコー・テクノ流通株式会社 115 広島 芸北急送株式会社

86 愛知 カネ幸株式会社 116 広島 城南運輸有限会社

87 愛知 協⽴運輸株式会社 117 広島 双葉運輸株式会社

88 愛知 幸栄運輸株式会社 118 広島 株式会社河野

89 愛知 明倫運輸株式会社 119 ⼭⼝ 中央サービス株式会社

90 三重 ⼩川運送株式会社 120 ⼭⼝ 有限会社⽇成運輸

※平成２４年度〜令和３年度に実施して現在も継続中の協⼒会社

※１社で複数⾞両を⾛⾏させている会社があります。 令和３年１０⽉２５⽇時点

安全性優良事業所認定制度（Ｇマーク制度）の認知に向けた

ラッピングトラック⾛⾏の協⼒会社⼀覧



１．ラッピングトラック協⼒会社（継続中） （敬称略）

都道府県 事業者名 都道府県 事業者名

121 ⼭⼝ 共進株式会社 151 ⿅児島 有限会社アルファ

122 徳島 ⼤坪運輸有限会社 152 沖縄 琉球倉庫運輸株式会社

123 徳島 新居建設運輸株式会社

124 徳島 有限会社スター急便

125 徳島 阿波池⽥通運株式会社

126 ⾹川 尾崎運送株式会社

127 ⾹川 株式会社四国シーアール物流

128 ⾹川 有限会社丸⼋運送

129 愛媛 ⼀宮運輸株式会社

130 愛媛 宇和島⾃動⾞運送株式会社

131 愛媛 丸回企業株式会社

132 愛媛 愛媛急配株式会社

133 愛媛 トーヨー・ロジテック株式会社

134 ⾼知 芸陽運送株式会社

135 ⾼知 丸栄運輸株式会社

136 ⾼知 有限会社⽥中運送

137 ⾼知 若藤物流株式会社

138 福岡 ⼒丸運輸株式会社

139 福岡 久留⽶運送株式会社

140 佐賀 株式会社ミヤハラ物流

141 ⻑崎 ⻑崎運送株式会社

142 ⻑崎 有限会社丸野バンライン

143 熊本 株式会社丸都運輸熊本

144 熊本 ⻑浜運輸株式会社

145 ⼤分 豊後通運株式会社

146 ⼤分 有限会社福伸急送

147 ⼤分 野津運送株式会社

148 宮崎 宮崎運輸株式会社

149 ⿅児島 霧島運輸倉庫株式会社

150 ⿅児島 出⽔運輸センター株式会社

※平成２４年度〜令和３年度に実施して現在も継続中の協⼒会社

※１社で複数⾞両を⾛⾏させている会社があります。 令和３年１０⽉２５⽇時点

ラッピングトラック⾛⾏の協⼒会社⼀覧

安全性優良事業所認定制度（Ｇマーク制度）の認知に向けた



２．各都道府県トラック協会による⾃主的な取り組み協⼒会社 （敬称略）

都道府県 事業者名 都道府県 事業者名

1 北海道 株式会社道央通商旭川 31 京都 株式会社⼭上運輸

2 北海道 ヤマダイ⼤作運輸株式会社 32 京都 株式会社ＪＬＭ

3 函館 キョーツー株式会社 33 京都 有限会社宇野エキスプレス

4 旭川 旭川通運株式会社 34 京都 株式会社⼭本清掃

5 旭川 真⽥運輸株式会社 35 兵庫 株式会社ショーゼン

6 ⼗勝 ⼗勝光陽運輸株式会社 36 愛媛 南流勢運輸株式会社

7 福島 岡⽥陸運株式会社 37 愛媛 四国名鉄運輸株式会社

8 福島 株式会社中村建運 38 愛媛 有限会社第⼀加⼯産業

9 福島 丸ヵ運送株式会社 39 愛媛 伊豫貨物⾃動⾞株式会社

10 福島 郡⼭運送株式会社 40 福岡 株式会社⼾畑物流

11 茨城 常北陸運株式会社 41 福岡 久留⽶運送株式会社

12 千葉 安房運輸株式会社 42 福岡 株式会社ピアノターミナル・ナカムラ

13 千葉 銚⼦通運株式会社 43 福岡 有限会社ドリームコーポレーション

14 千葉 株式会社池⽥⾃動⾞運輸 44 福岡 株式会社サンキ

15 千葉 ⾓⽥運送株式会社 45 佐賀 ⽥⼝運送株式会社

16 千葉 株式会社丸⽂運送 46 佐賀 肥前通運株式会社

17 千葉 柳澤運送有限会社 47 熊本 エムテックサービス株式会社

18 千葉 共同通運株式会社 48 熊本 株式会社⼩⼭運送

19 千葉 株式会社デイリートランスポート 49 熊本 熊本旭運輸株式会社

20 千葉 株式会社星葉ロジテック 50 熊本 富⼠運輸株式会社

21 ⻑野 アート梱包運輸株式会社 51 熊本 熊本地区共同輸送株式会社

22 ⽯川 丸⼀運輸株式会社 52 熊本 ⿅央運輸有限会社

23 福井 甲斐運送株式会社 53 ⼤分 鶴海運輸株式会社

24 福井 福東運送有限会社 54 宮崎 有限会社コア物流

25 福井 有限会社アサヒライン 55 宮崎 株式会社ミナミウラ

26 静岡 株式会社ウォーカーズ 56 宮崎 株式会社新⽣運輸

27 静岡 浜松定温輸送株式会社 57 宮崎 株式会社⾼鍋運送

28 静岡 株式会社アトランス 58 宮崎 ⿅央運輸有限会社

29 京都 有限会社和⽥商店 59 ⿅児島 株式会社エルス

30 京都 株式会社三国 60 ⿅児島 株式会社脇通商

※平成25年度〜令和元年度に実施して現在も継続中の協⼒会社

※1社で複数⾞両を⾛⾏させている会社があります。 令和３年１０⽉２５⽇現在

安全性優良事業所認定制度（Ｇマーク制度）の認知に向けた

ラッピングトラック⾛⾏の協⼒会社⼀覧



２．各都道府県トラック協会による⾃主的な取り組み協⼒会社 （敬称略）

都道府県 事業者名

61 ⿅児島 株式会社トレックス

62 ⿅児島 株式会社松下運輸

63 ⿅児島 中村運送有限会社

64 ⿅児島 中越物産株式会社

65 ⿅児島 株式会社エーシーネットワーク

66 ⿅児島 株式会社南栄運輸

67 ⿅児島 志布志貨物⾃動⾞業企業組合

68 ⿅児島 有限会社⽥島興業

69 ⿅児島 永⽥重機⼟⽊株式会社

70 ⿅児島 株式会社新中建設

71 ⿅児島 安全産業株式会社

72 ⿅児島 株式会社⼭下運輸

73 ⿅児島 福澤運送株式会社

※平成25年度〜令和元年度に実施して現在も継続中の協⼒会社

※1社で複数⾞両を⾛⾏させている会社があります。 令和３年１０⽉２５⽇現在

安全性優良事業所認定制度（Ｇマーク制度）の認知に向けた

ラッピングトラック⾛⾏の協⼒会社⼀覧
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