
交付決定一覧（第4回）
交付決定日：令和4年11月9日

（単位：円）

交付先名 交付決定額

1 株式会社道北物流 ¥2,893,000

2 リコーリース株式会社、株式会社兵頭 ¥1,440,000

3 リコーリース株式会社、合同会社昌栄 ¥360,000

4 株式会社エヌワイコネクト ¥1,320,000

5 リコーリース株式会社、株式会社エムライン ¥360,000

6 リコーリース株式会社、有限会社櫻井運送 ¥2,640,000

7 リコーリース株式会社、大東貨物自動車株式会社 ¥6,000,000

8 阪神金属興業株式会社 ¥1,200,000

9 近畿トランスポート株式会社 ¥2,760,000

10 ピヤシリ運輸株式会社 ¥766,000

11 ヤマリク株式会社 ¥3,000,000

12 ツバメ運送株式会社 ¥1,320,000

13 大翔陸運株式会社 ¥1,320,000

14 佐竹運送株式会社 ¥5,640,000

15 いよぎんリース株式会社、三島運輸株式会社 ¥3,780,000

16 株式会社東洋陸送社、リコーリース株式会社 ¥6,000,000

17 有限会社くぼしょう、リコーリース株式会社 ¥1,080,000

18 三和ロジネット株式会社 ¥960,000

19 大一運送株式会社 ¥1,878,000

20 神田ファイナンス株式会社、株式会社ロジメディカル ¥2,122,000

21 長崎丸善運輸株式会社 ¥3,240,000

22 室蘭海陸通運株式会社 ¥3,960,000

23 ミナミ産業株式会社 ¥4,080,000

24 リコーリース株式会社、株式会社髙特 ¥840,000

25 仲島運送有限会社 ¥820,000

26 九州トラック有限会社 ¥1,800,000

27 北海道リース株式会社、北海道車輌運送株式会社 ¥6,000,000

28 エクセレント物流株式会社 ¥960,000

29 前原運送株式会社 ¥2,640,000

30 株式会社川口商事 ¥5,400,000

31 日通リース＆ファイナンス株式会社、肥前通運株式会社 ¥6,000,000

32 株式会社松田商事 ¥2,520,000

33 株式会社ヤマネ ¥2,040,000

34 光栄運輸株式会社 ¥1,800,000

35 有限会社山秀運送店 ¥2,400,000

36 松井運輸有限会社 ¥2,520,000

37 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流、東京センチュリー株式会社 ¥4,920,000

38 リコーリース株式会社、中央陸運株式会社 ¥1,657,000

39 株式会社タケダ ¥1,706,000

40 有限会社西山商事 ¥520,000

41 三井住友ファイナンス＆リース株式会社、有限会社ケイアイエヌ ¥6,000,000

42 平成農産運輸株式会社 ¥815,000

43 リコーリース株式会社、タカオカトランスポート有限会社 ¥142,000

44 リコーリース株式会社、株式会社ＫＵＢＯＸＴ ¥6,000,000

45 リコーリース株式会社、株式会社ＱＬサービス ¥2,280,000

46 野田運送株式会社 ¥2,520,000

47 リコーリース株式会社、府中高速運輸株式会社 ¥1,235,000

48 株式会社サンキョー・トランスポート ¥1,080,000

49 リコーリース株式会社、株式会社マスダ ¥1,111,000

50 リコーリース株式会社、株式会社矢舗産業 ¥1,662,000

51 北海道リース株式会社、株式会社札幌豊興 ¥3,360,000

52 リコーリース株式会社、株式会社Ａ－ＬＩＮＥ ¥142,000

53 リコーリース株式会社、河通コーポレーション株式会社 ¥120,000

54 リコーリース株式会社、株式会社ＮＫトランスポート ¥6,000,000
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55 リコーリース株式会社、丸和運輸株式会社 ¥2,040,000

56 リコーリース株式会社、松潮物流株式会社 ¥2,760,000

57 リコーリース株式会社、八木運送株式会社 ¥1,043,000

58 リコーリース株式会社、株式会社岡山シーアール物流 ¥2,400,000

59 リコーリース株式会社、株式会社智商運輸 ¥1,080,000

60 製罐陸運株式会社 ¥6,000,000

61 マスダ商運有限会社 ¥735,000

62 川端運輸株式会社 ¥588,000

63 田中運輸倉庫株式会社 ¥822,000

64 株式会社山正 ¥2,100,000

65 株式会社吉秀トラフィック ¥6,000,000

66 株式会社クラウン ¥3,600,000

67 株式会社エヌ・ディ・ティ ¥4,080,000

68 ジオレックス株式会社 ¥2,813,000

69 長村運輸株式会社 ¥2,302,000

70 有限会社松下運送 ¥2,040,000

71 有限会社秀吉 ¥1,780,000

72 飯島運輸物流株式会社 ¥360,000

73 株式会社油研 ¥2,521,000

74 株式会社九州リースサービス、株式会社丸二運輸 ¥4,080,000

75 株式会社タクト ¥478,000

76 静峰商運株式会社 ¥2,880,000

77 神田ファイナンス株式会社、株式会社アサクラ ¥3,574,000

78 株式会社ナンバーワンサービス ¥2,520,000

79 有限会社東北ディワイ運輸、シャ－プファイナンス株式会社 ¥720,000

80 株式会社Ｂ－ＤＡＳＨ ¥1,263,000

81 株式会社上商 ¥1,320,000

82 中国通運株式会社 ¥5,880,000

83 中国通運岡山株式会社 ¥1,920,000

84 株式会社サンワＮＥＴＳ ¥4,778,000

85 ロジワン・システム株式会社 ¥960,000

86 有限会社丸十運輸 ¥4,920,000

87 南日本運輸倉庫株式会社 ¥6,000,000

88 有限会社ロジテック三島 ¥2,880,000

89 セイホー運輸株式会社 ¥6,000,000

90 リコーリース株式会社、三開発株式会社 ¥360,000

91 株式会社古賀組 ¥3,480,000

92 リコーリース株式会社、有限会社山修運送 ¥1,200,000

93 小坂通運株式会社 ¥5,880,000

94 リコーリース株式会社、有限会社泰貴運輸 ¥3,000,000

95 湘南東海運輸株式会社 ¥5,400,000

96 宝通商株式会社 ¥169,000

97 星光商会株式会社 ¥720,000

98 株式会社ケイティトランスポート ¥1,571,000

99 株式会社ネクスト ¥960,000

100 ＨＭ．ＬＩＮＥ株式会社 ¥807,000

101 有限会社三河物流 ¥2,400,000

102 六郷小型貨物自動車運送株式会社 ¥6,000,000

103 金山商事運輸有限会社 ¥540,000

104 株式会社セイノーマテリアル ¥3,480,000

105 株式会社喜多陸送 ¥360,000

106 一般財団法人環境優良車普及機構、飛翔物流株式会社 ¥2,160,000

107 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社神戸新聞輸送センター ¥3,360,000

108 リコーリース株式会社、マルショウ運輸株式会社 ¥3,120,000

109 株式会社九州ネギシ ¥2,160,000

110 リコーリース株式会社、株式会社鎌倉トーハイ運送 ¥882,000

111 株式会社道央通商旭川 ¥960,000

112 リコーリース株式会社、株式会社京都夢産業 ¥495,000

113 株式会社ミニとらっく ¥1,793,000

114 株式会社アルファー運輸 ¥3,000,000

115 宮田運送株式会社 ¥2,040,000

116 株式会社松林 ¥840,000



117 名城海陸運輸株式会社、リコーリース株式会社 ¥1,800,000

118 名城回漕運輸株式会社、リコーリース株式会社 ¥1,560,000

119 リコーリース株式会社、河内運送株式会社 ¥2,168,000

120 リコーリース株式会社、安西工業株式会社 ¥480,000

121 リコーリース株式会社、株式会社清鈴 ¥840,000

122 リコーリース株式会社、佃運輸株式会社 ¥5,040,000

123 中島急送株式会社 ¥6,000,000

124 西條商事株式会社 ¥252,000

125 株式会社手野運送 ¥720,000

126 岡垣運送有限会社 ¥1,680,000

127 株式会社日本トランスネット ¥3,600,000

128 菊次運送株式会社 ¥2,760,000

129 播松運輸株式会社、阿波銀リース株式会社 ¥4,440,000

130 リコーリース株式会社、中村運送株式会社 ¥1,715,000

131 有限会社谷口陸海 ¥4,080,000

132 株式会社不二産業 ¥3,360,000

133 リコーリース株式会社、有限会社エヌ・ティ・エル ¥5,640,000

134 リコーリース株式会社、ＮＯＷトランス株式会社 ¥1,196,000

135 ＪＡ三井リース株式会社、株式会社イーエム・アイ ¥4,005,000

136 株式会社ウエストライン ¥720,000

137 リコーリース株式会社、有限会社守屋チップ輸送 ¥1,540,000

138 リコーリース株式会社、北日本重機有限会社 ¥1,672,000

139 製缶陸運株式会社 ¥960,000

140 内田運送株式会社 ¥1,500,000

141 織田運送株式会社 ¥2,760,000

142 株式会社日新 ¥2,040,000

143 須藤開発興業株式会社 ¥600,000

144 丸エス運送株式会社 ¥1,021,000

145 株式会社マルタカ ¥4,440,000

146 平木運送株式会社、シャープファイナンス株式会社 ¥2,160,000

147 浜銀ファイナンス株式会社、有限会社成洋商事 ¥5,040,000

148 株式会社巽運輸 ¥363,000

149 所沢物流株式会社 ¥1,200,000

150 河内長野貨物運送株式会社 ¥600,000

151 有限会社アットワン・キャリー ¥1,680,000

152 羽曳野急送株式会社 ¥840,000

153 ランプロティタ株式会社 ¥2,160,000

154 マテリアルバンク株式会社 ¥473,000

155 リコーリース株式会社、有限会社扇運輸 ¥1,275,000

156 株式会社マルモト ¥6,000,000

157 ＪＡ三井リース株式会社、株式会社やまひろ運輸 ¥5,273,000

158 ＪＡ三井リース株式会社、長州貨物株式会社 ¥2,760,000

159 八洲運輸株式会社 ¥2,880,000

160 リコーリース株式会社、有限会社黒澤商運 ¥1,200,000

161 リコーリース株式会社、石井興業有限会社 ¥600,000

162 緑宝物流有限会社 ¥1,452,000

163 ダイセーロジスティクス株式会社 ¥3,720,000

164 ＪＡ三井リース九州株式会社、九州物流株式会社 ¥1,320,000

165 有限会社野崎重機 ¥750,000

166 株式会社飯田商事運輸 ¥1,014,000

167 株式会社エルス ¥1,102,000

168 有限会社菊永運送 ¥360,000

169 牧迫運輸株式会社 ¥4,320,000

170 北海道リース株式会社、旭運輸株式会社 ¥5,160,000

171 牧迫運輸株式会社、鹿児島牧迫運輸株式会社 ¥1,080,000

172 株式会社サンユー商事 ¥335,000

173 株式会社結心 ¥922,000

174 株式会社ビィー・ワイ・ライン ¥1,468,000

175 株式会社サンユーロジ ¥210,000

176 亀山急送株式会社 ¥6,000,000

177 三恵運送株式会社 ¥1,701,000

178 株式会社新星 ¥1,200,000



179 内山運送株式会社 ¥2,880,000

180 株式会社Ｋ－ロジテック ¥6,000,000

181 有限会社渡辺運送 ¥6,000,000

182 茨城流通サービス株式会社 ¥90,000

183 株式会社日東物流 ¥5,985,000

184 株式会社ＩＲＳエキスプレス ¥272,000

185 ＪＡ三井リース九州株式会社、マルクニ運送株式会社 ¥1,560,000

186 西大寺運送有限会社 ¥3,220,000

187 株式会社八洲陸運 ¥4,651,000

188 株式会社つくばトランスポート ¥6,000,000

189 ＪＡ三井リース株式会社、有限会社ケーズライン ¥2,431,000

190 中川運送株式会社 ¥2,640,000

191 ＪＡ三井リース株式会社、株式会社ＳＹ ¥1,320,000

192 有限会社鹿児島油脂工業 ¥2,040,000

193 株式会社サン・ケミカル ¥1,440,000

194 リコーリース株式会社、有限会社ティー・ウィステリア ¥4,440,000

195 リコーリース株式会社、有限会社やませ ¥960,000

196 東栄興業株式会社 ¥3,840,000

197 リコーリース株式会社、株式会社共和通商 ¥3,600,000

198 リコーリース株式会社、天真エンタープライズ有限会社 ¥1,680,000

199 雄宏運送株式会社 ¥1,300,000

200 株式会社梟羽産業 ¥480,000

201 関東物流株式会社 ¥6,000,000

202 ナビエース物流株式会社 ¥3,720,000

203 リコーリース株式会社、株式会社酒井運輸 ¥2,520,000

204 リコーリース株式会社、有限会社飯田運輸 ¥720,000

205 リコーリース株式会社、エスポワール株式会社 ¥770,000

206 株式会社エートランス、リコーリース株式会社 ¥2,422,000

207 昭和運輸倉庫株式会社 ¥3,028,000

208 株式会社ＩＫトランスポート ¥840,000

209 株式会社共同陸運 ¥2,520,000

210 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ライフサポート・エガワ北東北 ¥6,000,000

211 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社フットライトコーポレーション東北 ¥1,800,000

212 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社山田運輸 ¥2,280,000

213 一般財団法人環境優良車普及機構、山野内運送有限会社 ¥2,400,000

214 有限会社ひきち運送 ¥609,000

215 有限会社武山商運 ¥1,175,000

216 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社秋田エスエス商運 ¥2,040,000

217 一般財団法人環境優良車普及機構、小松運送有限会社 ¥1,920,000

218 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社東通運輸 ¥1,680,000

219 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社白川運輸 ¥6,000,000

220 東岐運輸株式会社 ¥6,000,000

221 御嵩運輸有限会社 ¥6,000,000

222 日興運輸株式会社 ¥3,120,000

223 有限会社下田運輸 ¥1,200,000

224 株式会社姫路環境開発 ¥4,440,000

225 リコーリース株式会社、燕運送株式会社 ¥3,360,000

226 株式会社ＪＡ大分総合情報センター ¥25,000,000

227 株式会社長崎空港倉庫 ¥2,520,000

228 株式会社グランディング ¥1,440,000

229 有限会社小泉 ¥960,000

230 東海交易株式会社 ¥2,400,000

231 株式会社ＬＵＣ ¥1,200,000

232 ＪＡ三井リース九州株式会社、ナンニチＬ＆Ｃ株式会社 ¥960,000

233 東北商運株式会社 ¥728,000

234 はましんリース株式会社、フジセーレック株式会社 ¥2,880,000

235 株式会社ヤマイチプライメタル ¥1,680,000

236 有限会社ヤマザキ ¥480,000

237 日本図書輸送株式会社 ¥3,000,000

238 株式会社ロジコム・アイ ¥4,200,000

239 全協運輸株式会社 ¥962,000

240 株式会社ディー・ラン ¥840,000



241 リコーリース株式会社、有限会社白河東西運輸 ¥600,000

242 リコーリース株式会社、有限会社仙台立和運輸 ¥1,150,000

243 リコーリース株式会社、株式会社ケーロッド ¥3,000,000

244 リコーリース株式会社、株式会社ウエルストンエキスプレス ¥4,920,000

245 リコーリース株式会社、株式会社太基運輸 ¥2,040,000

246 株式会社ベイトランスポート ¥805,000

247 株式会社アドバンス流通 ¥3,480,000

248 株式会社ＶＥＲＴＥＸ ¥240,000

249 山陽コールド運輸株式会社、百十四リース株式会社 ¥5,040,000

250 リコーリース株式会社、キクショウ運輸有限会社 ¥1,779,000

251 リコーリース株式会社、株式会社キョウエイ ¥1,920,000

252 中道リース株式会社、札幌空輸株式会社 ¥840,000

253 株式会社ゼットライン ¥1,920,000

254 日西物流株式会社 ¥2,280,000

255 伸誠運輸有限会社 ¥1,200,000

256 アシオ運輸株式会社 ¥1,800,000

257 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ウエルフェアー ¥960,000

258 リコーリース株式会社、株式会社弥生京極社 ¥2,280,000

259 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社グローリー ¥2,400,000

260 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社稲元興業 ¥960,000

261 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社入船物流システム ¥3,360,000

262 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ジェイ・キャリー ¥1,680,000

263 有限会社ベストライン ¥1,665,000

264 リコーリース株式会社、有限会社野中運送 ¥1,920,000
265 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社開栄 ¥480,000
266 リコーリース株式会社、株式会社大伸運輸 ¥1,680,000
267 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社松本エクスプレス ¥960,000
268 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社アジェクト ¥6,000,000
269 一般財団法人環境優良車普及機構、若葉運送株式会社 ¥6,000,000
270 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社松沢興産 ¥840,000
271 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社エンジェルライン ¥4,320,000
272 一般財団法人環境優良車普及機構、ファースト運輸株式会社 ¥5,550,000
273 一般財団法人環境優良車普及機構、センター物流有限会社 ¥5,550,000
274 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社神都輸送 ¥2,520,000
275 一般財団法人環境優良車普及機構、ひまわり運輸株式会社 ¥1,200,000
276 一般財団法人環境優良車普及機構、東光運輸株式会社 ¥3,960,000
277 一般財団法人環境優良車普及機構、菱和運輸株式会社 ¥720,000
278 一般財団法人環境優良車普及機構、寺泊交通株式会社 ¥2,165,000
279 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社キャメルシステム九州 ¥720,000
280 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社シンセイ物流 ¥2,160,000
281 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ヒロジ ¥3,960,000
282 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社瑠嘩商事 ¥720,000
283 リコーリース株式会社、株式会社三井ロジスティックス ¥1,231,000
284 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社寛屋陸運 ¥1,440,000
285 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社魚返産業運輸 ¥3,600,000
286 一般財団法人環境優良車普及機構、晃南運輸株式会社 ¥1,800,000
287 一般財団法人環境優良車普及機構、駿和物流株式会社 ¥6,000,000
288 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社西輝物流 ¥3,360,000
289 一般財団法人環境優良車普及機構、西日本産業株式会社 ¥720,000
290 一般財団法人環境優良車普及機構、日野陸運有限会社 ¥5,040,000
291 一般財団法人環境優良車普及機構、博栄運輸株式会社 ¥3,480,000
292 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社博多引越本舗 ¥600,000
293 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社桜丸急送 ¥1,320,000
294 一般財団法人環境優良車普及機構、岡松陸送有限会社 ¥1,560,000
295 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社福満運輸 ¥2,520,000
296 一般財団法人環境優良車普及機構、インフラテックサービス株式会社 ¥6,000,000
297 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社トマト産業運輸 ¥1,680,000
298 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社江里運送 ¥1,800,000
299 新日本環境整備株式会社 ¥1,320,000
300 リコーリース株式会社、株式会社ワタナベトランスポート ¥4,000,000
301 リコーリース株式会社、本宮運輸有限会社 ¥1,440,000
302 株式会社共進組 ¥2,160,000
303 株式会社永田興業 ¥600,000
304 株式会社京葉青和 ¥1,560,000
305 株式会社ティピーエス ¥2,880,000



306 株式会社ナンキライン ¥172,000
307 眞見運送有限会社 ¥1,440,000
308 大善運輸倉庫株式会社 ¥3,360,000
309 遠野運送株式会社 ¥4,800,000
310 大協運輸株式会社 ¥1,681,000
311 有限会社山田梱包 ¥240,000
312 八千代陸運株式会社 ¥1,440,000
313 有限会社埼北陸自 ¥1,920,000
314 有限会社プラスパ ¥1,080,000
315 リコーリース株式会社、共栄運輸株式会社 ¥3,720,000
316 トヨタ輸送関東株式会社 ¥4,315,000
317 松本運輸機工株式会社 ¥960,000
318 リコーリース株式会社、有限会社山城陸運 ¥6,000,000
319 西日本急送株式会社 ¥2,880,000
320 株式会社イーエヌディーオー ¥2,667,000
321 株式会社ケイ・エム環境 ¥2,520,000

合計 ¥800,403,000


