
交付決定一覧（第3回）
交付決定日：令和4年11月15日

（単位：円）

交付先名 交付決定額
1 株式会社マキタ運輸 ¥6,000,000
2 リコーリース株式会社、橋本運送有限会社 ¥1,200,000
3 株式会社ユーエスロジテック ¥2,815,000
4 丸富運送有限会社 ¥1,080,000
5 株式会社オイルサービス ¥120,000
6 有限会社南国レッカー ¥600,000
7 有限会社小島商事 ¥1,560,000
8 富士興業株式会社 ¥1,200,000
9 富士物流株式会社 ¥720,000
10 八十二リース株式会社、株式会社井ノ瀬運送 ¥6,000,000
11 中央運輸株式会社 ¥480,000
12 株式会社姫路商運、シャープファイナンス株式会社 ¥1,920,000
13 株式会社姫商ライン、シャープファイナンス株式会社 ¥1,320,000
14 北海道フーズ輸送株式会社 ¥3,840,000
15 稚内通運株式会社 ¥1,680,000
16 日本海陸株式会社 ¥3,240,000
17 新東運輸株式会社 ¥5,160,000
18 一般財団法人環境優良車普及機構、三和陸運株式会社 ¥2,040,000
19 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社木村商事 ¥1,320,000
20 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社アイルライン ¥1,800,000
21 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社サンエックス ¥2,040,000
22 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社エネルギーサービス福岡 ¥2,160,000
23 株式会社丸麦運輸 ¥600,000
24 株式会社髙見澤 ¥1,800,000
25 有限会社三福商事 ¥1,680,000
26 上出運輸株式会社 ¥1,200,000
27 株式会社オカムラ産業 ¥1,320,000
28 サンシンエキスプレス株式会社 ¥600,000
29 株式会社斉藤商店 ¥2,760,000
30 三井住友ファイナンス＆リース株式会社、株式会社山一商事 ¥3,360,000
31 デイリースタッフ株式会社 ¥4,560,000
32 株式会社ＡＳエキスパート ¥240,000
33 青梅貨物運送有限会社 ¥1,440,000
34 第四北越リース株式会社、頸城運送倉庫株式会社 ¥5,280,000
35 日通リース＆ファイナンス株式会社、株式会社明仙運輸 ¥2,760,000
36 富士見運輸株式会社 ¥4,680,000
37 合谷運輸有限会社 ¥840,000
38 静岡焼津リース株式会社、原川倉庫運輸株式会社 ¥2,280,000
39 株式会社Ｔ・Ｋレッカーサービス ¥600,000
40 九州名鉄運輸株式会社 ¥6,000,000
41 リコーリース株式会社、株式会社モリワキ ¥1,680,000
42 リコーリース株式会社、鹿久保運輸株式会社 ¥480,000
43 新生運輸株式会社 ¥960,000
44 株式会社池永セメント工業所 ¥360,000
45 一般財団法人環境優良車普及機構、須貝運輸株式会社 ¥379,000
46 一般財団法人環境優良車普及機構、日の出運輸株式会社 ¥600,000
47 セオ運輸株式会社 ¥1,440,000
48 一般財団法人環境優良車普及機構、オオトモエクスプレス有限会社 ¥3,240,000
49 有限会社ソメカワ運輸 ¥4,320,000
50 ロードネット株式会社、いすゞリーシングサービス株式会社 ¥960,000
51 一般財団法人環境優良車普及機構、茨城中央運輸有限会社 ¥2,160,000
52 つばさ運輸株式会社 ¥2,280,000
53 酒本商事株式会社 ¥600,000
54 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社ケイ・スタッフサービス ¥1,320,000
55 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社北州陸送 ¥1,080,000
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56 一般財団法人環境優良車普及機構、合同会社アライブ ¥360,000
57 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社ダイセン運輸 ¥2,040,000
58 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社ヤマダ ¥1,080,000
59 一般財団法人環境優良車普及機構、岡崎運輸株式会社 ¥840,000
60 一般財団法人環境優良車普及機構、真貝運輸有限会社 ¥4,560,000
61 一般財団法人環境優良車普及機構、郡山第一運送株式会社 ¥1,800,000
62 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ＫＹＯＫＵＤＡＩ ¥1,200,000
63 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社請川運送 ¥3,720,000
64 株式会社鴇商 ¥4,104,000
65 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社サンユー物流 ¥1,635,000
66 関西ケミカル輸送株式会社 ¥600,000
67 河津産業有限会社 ¥6,000,000
68 エヌエヌ商事株式会社 ¥6,000,000
69 株式会社エフアンドケイ ¥720,000
70 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社三栄運輸 ¥2,400,000
71 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社和幸 ¥6,000,000
72 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ＩＴＹ ¥1,145,000
73 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社飛鳥馬輸送 ¥960,000
74 一般財団法人環境優良車普及機構、ロジテック株式会社 ¥1,320,000
75 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社テイオウ ¥1,080,000
76 一般財団法人環境優良車普及機構、京北運送株式会社 ¥2,640,000
77 一般財団法人環境優良車普及機構、北関東広運株式会社 ¥1,047,000
78 南九州ソイル株式会社 ¥1,200,000
79 狭山日梱株式会社、日本梱包運輸倉庫株式会社 ¥120,000
80 一般財団法人環境優良車普及機構、大垣愛陸運送株式会社 ¥1,200,000
81 株式会社フレックス ¥1,920,000
82 ＪＡ三井リース株式会社、株式会社東北タイセイ物流 ¥1,800,000
83 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社東神運輸 ¥2,760,000
84 株式会社電通資材 ¥2,784,000
85 日髙運送有限会社 ¥2,223,000
86 株式会社日昇つくば ¥1,560,000
87 リコーリース株式会社、小泉運輸株式会社 ¥3,840,000
88 リコーリース株式会社、株式会社ＴＳ－１ ¥1,440,000
89 リコーリース株式会社、武州運輸株式会社 ¥6,000,000
90 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ヒカリエキスプレス ¥3,000,000
91 株式会社アテックス ¥3,240,000
92 株式会社ブルーム ¥3,240,000
93 株式会社光星運輸 ¥1,320,000
94 田島運送有限会社 ¥2,040,000
95 株式会社戸塚重量 ¥600,000
96 一般財団法人環境優良車普及機構、三成運輸株式会社 ¥3,600,000
97 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ナンセイ ¥6,000,000
98 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社さつき運送 ¥3,120,000
99 山崎商事運輸株式会社 ¥1,560,000
100 リコーリース株式会社、株式会社キュリアス ¥1,800,000
101 北関東ピアノ運送株式会社 ¥5,280,000
102 株式会社昇竜運輸、中道リース株式会社 ¥2,160,000
103 眞田運輸株式会社 ¥480,000
104 丸都運輸株式会社 ¥2,160,000
105 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社夢翔ライン ¥1,200,000
106 戸谷運輸株式会社 ¥3,240,000
107 株式会社武州 ¥1,200,000
108 ウインドクルージング株式会社、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 ¥1,920,000
109 多貴商運株式会社 ¥1,458,000
110 リコーリース株式会社、梅田運輸倉庫株式会社 ¥6,000,000
111 株式会社橋本屋 ¥1,553,000
112 株式会社鬼怒川運輸 ¥1,200,000
113 首都圏リース株式会社、株式会社アブロード ¥6,000,000
114 株式会社海老正 ¥6,000,000
115 有限会社長森流通サービス ¥1,200,000
116 南信重機興業株式会社、リコーリース株式会社 ¥2,160,000
117 リコーリース株式会社、株式会社丸翔運輸 ¥1,680,000
118 有限会社岡本高速輸送 ¥453,000



119 有限会社ケイライン ¥5,640,000
120 リコーリース株式会社、太平工材株式会社 ¥1,200,000
121 リコーリース株式会社、有限会社ニューテック ¥1,680,000
122 山梨貨物自動車株式会社 ¥600,000
123 株式会社アキバ ¥1,560,000
124 リコーリース株式会社、株式会社健正商事 ¥1,800,000
125 リコーリース株式会社、株式会社三原物産 ¥2,040,000
126 城南物産運輸株式会社 ¥1,969,000
127 リコーリース株式会社、株式会社日新 ¥3,360,000
128 ＪＡ三井リース九州株式会社、株式会社古沢運送 ¥600,000
129 株式会社大通 ¥2,040,000
130 有限会社原眞運輸 ¥808,000
131 株式会社Ｚ－ＡＵＴＯ ¥410,000
132 岩手県南運輸株式会社 ¥1,800,000
133 リコーリース株式会社、川石運送株式会社 ¥1,800,000

合計 ¥292,423,000


