
交付決定一覧（第2回）
交付決定日：令和4年10月13日

（単位：円）

交付先名 交付決定額

1 山陽美業株式会社 ¥678,000

2 株式会社瀨山通 ¥3,840,000

3 株式会社日幸 ¥1,440,000

4 橋本運送株式会社 ¥3,240,000

5 リコーリース株式会社、有限会社白岩運輸 ¥567,000

6 株式会社ＫＭライナー ¥603,000

7 新東運輸工業株式会社 ¥1,080,000

8 トーヨー・ロジテック株式会社 ¥4,000,000

9 森実エクスプレス株式会社 ¥4,080,000

10 株式会社協栄運送 ¥720,000

11 リコーリース株式会社、旭運送有限会社 ¥840,000

12 株式会社北交産業 ¥3,051,000

13 リコーリース株式会社、株式会社丸五急送 ¥2,705,000

14 リコーリース株式会社、鈴木運送株式会社 ¥2,400,000

15 リコーリース株式会社、北越運送株式会社 ¥2,750,000

16 ＪＡ三井リース九州株式会社、日翔物流株式会社 ¥1,440,000

17 有限会社川森 ¥600,000

18 大栄海運株式会社 ¥3,200,000

19 株式会社日輪 ¥2,280,000

20 丸進運油株式会社 ¥3,000,000

21 株式会社中山運輸 ¥3,240,000

22 日輪商運株式会社 ¥5,400,000

23 本州運輸株式会社 ¥4,621,000

24 東海梱包株式会社 ¥1,200,000

25 太陽商運株式会社 ¥6,000,000

26 新陽商運株式会社 ¥5,280,000

27 昌栄運送株式会社 ¥1,349,000

28 株式会社玉組 ¥960,000

29 サンインキケミカル株式会社 ¥2,160,000

30 アモンケミカル株式会社 ¥5,280,000

31 岡西運輸株式会社 ¥637,000

32 橋本産業株式会社 ¥1,080,000

33 株式会社岡田商運 ¥6,000,000

34 共伸商事株式会社、阿波銀リース株式会社 ¥3,120,000

35 株式会社エヌ・シー ¥720,000

36 宝塚運行サービス株式会社 ¥5,040,000

37 中部シティフレイト株式会社 ¥3,840,000

38 株式会社永興 ¥1,320,000

39 株式会社力昇建設 ¥960,000

40 有限会社トランスポート御津 ¥120,000

41 日豊輸送株式会社 ¥4,200,000

42 株式会社中川工業所 ¥1,440,000

43 有限会社正翔トランスポート ¥1,440,000

44 株式会社小野運送店 ¥3,840,000

45 武蔵貨物自動車株式会社 ¥6,000,000

46 株式会社アップス ¥261,000

47 有限会社花房陸送 ¥483,000

48 株式会社木村建設運輸 ¥2,880,000

49 ちくぎんリース株式会社、株式会社福岡ケイエス物流 ¥6,000,000

50 川俣貨物株式会社 ¥4,995,000

51 有限会社賀和運送 ¥3,720,000

52 株式会社ヒラヤマ ¥4,800,000

53 アート引越センター株式会社 ¥6,000,000

54 共友リース株式会社、東亜貨物株式会社 ¥6,000,000

55 株式会社雅産商 ¥2,040,000
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56 北九丸善運輸株式会社 ¥2,040,000

57 明雪運輸株式会社 ¥840,000

58 有限会社大藪運送 ¥2,160,000

59 有限会社大豊陸送 ¥1,775,000

60 みなと運送株式会社 ¥720,000

61 相馬リバイブ株式会社 ¥720,000

62 株式会社マキタエキスプレス ¥2,760,000

63 株式会社ＫＯＵＧＡＬＩＮＥ ¥840,000

64 新英運輸株式会社 ¥2,520,000

65 都城ダイキュー運輸株式会社 ¥3,480,000

66 肥銀リース株式会社、株式会社エムビーエス ¥4,850,000

67 チトセ陸運有限会社 ¥1,320,000

68 前田運送株式会社 ¥6,000,000

69 有限会社天申運輸 ¥3,600,000

70 川崎運送株式会社 ¥6,000,000

71 有限会社円心運輸 ¥1,537,000

72 アイゼンライン株式会社 ¥3,240,000

73 リコーリース株式会社、長崎ダイキュー運輸株式会社 ¥2,280,000

74 クリーンシステム株式会社 ¥2,400,000

75 リコーリース株式会社、帝鉄運輸株式会社 ¥480,000

76 北海道リース株式会社、しらいトランク・サポート株式会社 ¥5,160,000

77 北海道リース株式会社、佐呂間運輸株式会社 ¥720,000

78 株式会社中央高速運輸 ¥3,480,000

79 有限会社リゲイン ¥480,000

80 株式会社岡昌運輸 ¥2,880,000

81 双葉海陸株式会社 ¥3,600,000

82 城東重量株式会社 ¥1,320,000

83 木津運送株式会社 ¥6,000,000

84 ネクストブレードロジ株式会社 ¥720,000

85 ノバ・エキスプレス株式会社 ¥6,000,000

86 有限会社大和運送 ¥455,000

87 福岡小型陸運株式会社 ¥1,190,000

88 明星運輸株式会社 ¥820,000

89 泉幸運送株式会社 ¥720,000

90 有限会社チトセ物流 ¥1,920,000

91 株式会社アクティブ ¥120,000

92 共同技研株式会社 ¥441,000

93 梶田礦業運輸株式会社 ¥2,280,000

94 有限会社頓宮運送 ¥240,000

95 今井運送有限会社 ¥900,000

96 有限会社藤伸広島 ¥4,320,000

97 ＪａｐａｎＡｉｎａＥｘｐｒｅｓｓ有限会社 ¥236,000

98 ＪＡ三井リース九州株式会社、くろがね運輸機工株式会社 ¥960,000

99 株式会社双葉運輸 ¥2,640,000

100 武松商事株式会社、三井住友ファイナンス＆リース株式会社 ¥4,800,000

101 上道運輸株式会社 ¥905,000

102 広島荷役株式会社 ¥1,080,000

103 ＭＯＢＩＬＯＴＳ株式会社、株式会社内田物流 ¥2,160,000

104 株式会社福岡輸送 ¥3,360,000

105 株式会社テツゲン ¥720,000

106 有限会社日誠運輸 ¥1,440,000

107 四国陸運株式会社 ¥2,596,000

108 白石運輸株式会社 ¥1,320,000

109 株式会社中電オートリース、株式会社信濃交産 ¥1,440,000

110 谷本物流株式会社 ¥1,022,000

111 株式会社牛嶋商運 ¥1,440,000

112 株式会社ＵＫカンパニー ¥360,000

113 リコーリース株式会社、有限会社山内陸送 ¥2,663,000

114 ＪＡ三井リース九州株式会社、株式会社共同 ¥840,000

115 ＪＡ三井リース九州株式会社、ライズ株式会社 ¥1,680,000

116 有限会社アイケン ¥720,000

117 幸運トラック株式会社 ¥2,760,000

118 アヤカエキスプレス株式会社 ¥360,000



119 有限会社長一運送 ¥120,000

120 有限会社宝盛運輸 ¥120,000

121 リコーリース株式会社、株式会社ムトウ ¥1,200,000

122 株式会社ＮＳＵ物流サービス ¥360,000

123 有限会社トヨトミ運輸 ¥840,000

124 八十二リース株式会社、株式会社ミドノトランス ¥1,319,000

125 牧野運送株式会社 ¥3,265,000

126 防石陸運株式会社 ¥1,170,000

127 株式会社三徳興産 ¥1,135,000

128 防府農産運輸株式会社 ¥685,000

129 柚野産業有限会社 ¥5,532,000

130 リコーリース株式会社、新潟東港運輸株式会社 ¥1,200,000

131 株式会社スナダ ¥2,400,000

132 株式会社ながぎんリース、有限会社アルプスエムライン ¥3,120,000

133 堺梱包運輸有限会社 ¥1,200,000

134 阿波銀リース株式会社、丹治運輸株式会社 ¥4,800,000

135 株式会社松本組 ¥2,160,000

136 成商運輸有限会社 ¥220,000

137 株式会社暁運輸 ¥6,000,000

138 新栄運送株式会社 ¥1,920,000

139 株式会社Ｙ’Ｓ ¥600,000

140 ヤマコー株式会社 ¥2,480,000

141 有限会社久都建設運輸 ¥1,080,000

142 株式会社トレフィックス ¥1,276,000

143 株式会社大三ロジテック ¥445,000

144 釧路貨物自動車株式会社 ¥3,153,000

145 株式会社セイコーフレッシュフーズ ¥5,040,000

146 山谷運輸株式会社 ¥1,320,000

147 株式会社ｍｉｒａｉ計画 ¥1,560,000

148 住ノ江海陸運輸株式会社 ¥240,000

149 アドバンス合同会社 ¥465,000

150 仁栄運輸株式会社 ¥720,000

151 道南物流有限会社 ¥1,320,000

152 有限会社新市運送 ¥240,000

153 石部運輸倉庫株式会社 ¥1,680,000

154 大阪石部運輸倉庫株式会社 ¥120,000

155 繁屋運送株式会社 ¥600,000

156 株式会社星葉ロジテック ¥1,200,000

157 リコーリース株式会社、株式会社ＨＩＧＡＳＨＩＮＯ ¥1,920,000

158 有限会社大野流通商会 ¥2,880,000

159 有限会社岡田商会 ¥720,000

160 明生運輸株式会社 ¥2,505,000

161 今川運送株式会社 ¥6,000,000

162 多摩運送株式会社 ¥6,000,000

163 リコーリース株式会社、株式会社矢﨑梱包運輸 ¥2,160,000

164 サンテツ運輸株式会社 ¥3,600,000

合計 ¥371,860,000


