
交付決定一覧（第3回）
交付決定日：令和4年10月28日

（単位：円）

交付先名 交付決定額

1 株式会社豊栄運輸倉庫 ¥2,520,000

2 株式会社セブン・フィナンシャルサービス、森実タウンサービス株式会社 ¥4,946,000

3 株式会社大善 ¥2,640,000

4 株式会社プライム運送 ¥1,080,000

5 堀口運輸株式会社 ¥926,000

6 株式会社エンドレス・テック ¥570,000

7 リコーリース株式会社、株式会社天童運送 ¥1,440,000

8 リコーリース株式会社、有限会社相模産業 ¥1,560,000

9 リコーリース株式会社、城北運輸有限会社 ¥1,594,000

10 リコーリース株式会社、東石通運株式会社 ¥1,200,000

11 株式会社朋友 ¥5,400,000

12 都運送株式会社 ¥2,225,000

13 南豫通運株式会社 ¥1,290,000

14 株式会社ロード ¥1,847,000

15 株式会社マミヤ ¥1,560,000

16 沖縄大成運輸株式会社 ¥360,000

17 株式会社サンテック ¥1,619,000

18 ミトラケミカル株式会社 ¥2,880,000

19 吉田重機運輸株式会社 ¥3,000,000

20 株式会社御日家商事、四銀総合リース株式会社 ¥4,450,000

21 株式会社金城滋商事 ¥720,000

22 株式会社ダイコー商運 ¥6,000,000

23 大坪ＧＳＩ株式会社 ¥2,040,000

24 三和ライン株式会社 ¥720,000

25 コフジ物流株式会社 ¥3,120,000

26 株式会社山田商店 ¥3,600,000

27 有限会社唯建設 ¥4,680,000

28 北淡運送株式会社 ¥960,000

29 一宮運輸株式会社 ¥6,000,000

30 株式会社東洋ナビックス ¥695,000

31 一般財団法人環境優良車普及機構、スワロー物流株式会社 ¥2,520,000

32 株式会社明翔ライン ¥1,320,000

33 有限会社松村興業 ¥649,000

34 協和運輸株式会社 ¥894,000

35 三井住友ファイナンス＆リース株式会社、渡辺運輸株式会社 ¥6,000,000

36 大門運輸株式会社 ¥600,000

37 リコーリース株式会社、マルソウ物流株式会社 ¥600,000

38 リコーリース株式会社、雅屋冷送有限会社 ¥2,520,000

39 リコーリース株式会社、株式会社Ｋ－ＮＥＸＴ ¥240,000

40 川西陸送株式会社 ¥5,760,000

41 リコーリース株式会社、株式会社マルホ運輸 ¥1,920,000

42 株式会社三和総業 ¥1,033,000

43 小谷運送株式会社 ¥2,592,000

44 拓豊運送株式会社 ¥1,395,000

45 内海港運株式会社 ¥1,175,000

46 瀬戸内陸運株式会社 ¥6,000,000

47 株式会社大運 ¥1,320,000

48 株式会社新聞発送センター ¥59,000

49 徳島港湾荷役株式会社 ¥770,000

50 共同運送株式会社 ¥5,520,000

51 是則西条運輸株式会社 ¥1,240,000

52 リコーリース株式会社、株式会社平山運輸 ¥960,000

53 明星物流有限会社 ¥1,764,000

54 北産運輸株式会社 ¥1,320,000
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55 今治加工株式会社 ¥3,000,000

56 有限会社三共青果 ¥950,000

57 株式会社クロス ¥1,700,000

58 上田運送株式会社 ¥700,000

59 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社岩崎コーポレーション ¥6,000,000

60 株式会社藤伸 ¥6,000,000

61 加賀重量有限会社 ¥1,320,000

62 中央紙運輸株式会社 ¥4,883,000

63 リコーリース株式会社、株式会社ＳＩＮＳＥＩ ¥1,200,000

64 株式会社クリーン開発 ¥1,080,000

65 株式会社宝神商会 ¥1,305,000

66 リコーリース株式会社、株式会社新生運輸 ¥6,000,000

67 株式会社サンヨー運送 ¥2,160,000

68 アツミニエキ株式会社 ¥1,680,000

69 四国陸運倉庫株式会社 ¥780,000

70 日重環境株式会社 ¥2,363,000

71 四国陸運流通株式会社 ¥1,014,000

72 安藤運輸株式会社 ¥5,725,000

73 リコーリース株式会社、三八運輸株式会社 ¥1,680,000

74 トータル物流株式会社 ¥2,935,000

75 株式会社フレックス ¥5,160,000

76 株式会社サンワネッツ埼玉 ¥1,146,000

77 有限会社トラスト物流 ¥668,000

78 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ミクニランテック ¥6,000,000

79 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社関西ミクニランテック ¥2,640,000

80 一般財団法人環境優良車普及機構、さつき野運輸株式会社 ¥2,880,000

81 一般財団法人環境優良車普及機構、三浦運輸株式会社 ¥1,320,000

82 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社泉谷商運 ¥3,000,000

83 杉本商事有限会社 ¥1,080,000

84 有限会社針尾ロジスティック ¥600,000

85 株式会社三立運輸 ¥2,280,000

86 株式会社オアシス・イラボレーション ¥2,375,000

87 コスモ運輸株式会社 ¥1,920,000

88 有限会社東陸運輸 ¥2,640,000

89 株式会社アシスト ¥399,000

90 有限会社手野運送店 ¥2,520,000

91 ＴＢロジスティクス株式会社 ¥6,000,000

92 愛知陸運株式会社 ¥4,887,000

93 有限会社香下電装 ¥600,000

94 株式会社礒部 ¥360,000

95 有限会社三栄企業 ¥525,000

96 ＪＡ三井リース九州株式会社、ニチモウロジスティクス株式会社 ¥3,360,000

97 ＲＴＴ株式会社 ¥2,280,000

98 ＪＡ三井リース九州株式会社、株式会社ハイテックプランニング ¥1,440,000

99 細野運送株式会社 ¥3,850,000

100 有限会社シルバーライン ¥642,000

101 株式会社ＫＭＴ ¥1,042,000

102 株式会社ベストワーク運輸 ¥2,400,000

103 株式会社太平運輸 ¥2,520,000

104 株式会社Ｇ－ＬＩＮＥ ¥1,200,000

105 丸交道交株式会社 ¥2,391,000

106 サーラ物流株式会社、サーラフィナンシャルサービス株式会社 ¥4,200,000

107 東京センチュリー株式会社、株式会社ＳＨＩＮＫＯロジ ¥6,000,000

108 株式会社クィーントランスポート、ＭＯＢＩＬＯＴＳ株式会社 ¥5,400,000

109 関東イチミヤ物流サービス株式会社 ¥4,080,000

110 株式会社山中運輸 ¥1,320,000

111 リコーリース株式会社、有限会社阿部商事 ¥840,000

112 木村建材工業株式会社 ¥720,000

113 滋賀貨物運輸株式会社 ¥2,640,000

114 株式会社誠真 ¥3,174,000

115 株式会社吉田林産 ¥600,000

116 株式会社中津急行 ¥4,590,000



117 増山貨物自動車株式会社 ¥3,720,000

118 大丸運輸有限会社 ¥2,520,000

119 堀口運輸株式会社 ¥4,440,000

120 有限会社ミスター ¥3,861,000

121 ＪＡ三井リース株式会社、株式会社コバヤシユニオン ¥2,735,000

122 日立地区通運株式会社 ¥6,000,000

123 倉本運送株式会社 ¥3,009,000

124 株式会社運 ¥480,000

125 鹿島シティフレイト株式会社 ¥1,680,000

126 リコーリース株式会社、株式会社ゼンワークス ¥2,280,000

127 株式会社阿部興業 ¥6,000,000

128 京葉流通倉庫株式会社 ¥6,000,000

129 株式会社大内運送 ¥2,400,000

130 フコク物流株式会社 ¥2,760,000

131 リコーリース株式会社、株式会社Ｓ・Ｂ ¥1,680,000

132 清水運輸倉庫株式会社 ¥1,080,000

133 三菱ＨＣキャピタル株式会社、牟婁合同運送有限会社 ¥5,400,000

134 株式会社八木運送 ¥5,788,000

135 伊山運送株式会社 ¥480,000

136 エスライン株式会社 ¥1,920,000

137 リコーリース株式会社、白河通運株式会社 ¥3,416,000

138 リコーリース株式会社、東部興産有限会社 ¥960,000

139 株式会社ＮＳＵトランスポート ¥120,000

140 リコーリース株式会社、株式会社タッタ流通産業 ¥360,000

141 リコーリース株式会社、川﨑運輸株式会社 ¥1,800,000

142 株式会社ロジスティクス・プラス ¥120,000

143 リコーリース株式会社、有限会社カクタス ¥4,320,000

144 リコーリース株式会社、北陸七福運送株式会社 ¥1,680,000

145 リコーリース株式会社、万代運輸株式会社 ¥4,560,000

146 リコーリース株式会社、株式会社タカナワ ¥2,160,000

147 ＪＡ三井リース九州株式会社、株式会社宝島物流 ¥1,800,000

148 和泉運輸株式会社 ¥2,880,000

149 上市通運株式会社 ¥644,000

150 リコーリース株式会社、泰海運輸工業株式会社 ¥1,800,000

151 株式会社大志陸送 ¥960,000

152 株式会社愛翔 ¥1,200,000

153 一般財団法人環境優良車普及機構、八島運送株式会社 ¥3,600,000

154 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社トランスポート田川 ¥1,440,000

155 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ＳＩＤＥ ¥840,000

156 株式会社札幌北洋リース、株式会社トランシス ¥6,000,000

157 播磨企画株式会社 ¥360,000

158 三井住友ファイナンス＆リース株式会社、株式会社ゴールド・スター ¥6,000,000

159 有限会社京都カーゴ大阪 ¥840,000

160 株式会社天誠運輸 ¥2,014,000

161 大王運輸株式会社 ¥1,440,000

162 商工中金リース株式会社、甲陸ロジスティクス株式会社 ¥720,000

163 リコーリース株式会社、櫻井運輸有限会社 ¥1,320,000

164 株式会社スズカキャリーサービス ¥3,000,000

165 株式会社センタークリーナー ¥1,195,000

166 リコーリース株式会社、株式会社聖総業 ¥2,400,000

167 アールライン株式会社 ¥3,360,000

168 春江貨物株式会社 ¥1,725,000

169 三井住友ファイナンス＆リース株式会社、エヌテイケイ物流株式会社 ¥1,315,000

170 株式会社ＫＪＭ ¥720,000

171 リコーリース株式会社、有限会社エフ・ライン輸送 ¥1,440,000

172 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社エートラフィック ¥1,080,000

173 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社プレシス ¥3,480,000

174 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社ワイエスケイ ¥1,320,000

175 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社岡山スチールライン ¥1,080,000

176 一般財団法人環境優良車普及機構、ビッグ・カーゴ株式会社 ¥3,360,000

177 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社大良 ¥4,200,000

178 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社佐藤運送店 ¥1,320,000



179 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社不二運輸倉庫 ¥2,760,000

180 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社丸幸三栄商事 ¥1,440,000

181 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社プライム物流 ¥4,200,000

182 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社カープラザ飯野 ¥1,320,000

183 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社創建 ¥360,000

184 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社黒沢企業 ¥3,240,000

185 一般財団法人環境優良車普及機構、篠﨑運送有限会社 ¥4,800,000

186 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社光商事 ¥1,200,000

187 一般財団法人環境優良車普及機構、協愛ダンプ合同会社 ¥600,000

188 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社山田回漕店 ¥720,000

189 一般財団法人環境優良車普及機構、Ｄ．Ｓ．ＬＩＮＥ有限会社 ¥3,720,000

190 一般財団法人環境優良車普及機構、旭運送株式会社 ¥3,240,000

191 一般財団法人環境優良車普及機構、谷田川運送株式会社 ¥2,160,000

192 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ジェーラインエクスプレス ¥6,000,000

193 佐銀リース株式会社、佐賀運輸株式会社 ¥6,000,000

194 一般財団法人環境優良車普及機構、関東トナミ運輸株式会社 ¥6,000,000

195 一般財団法人環境優良車普及機構、特定非営利活動法人萌 ¥480,000

196 一般財団法人環境優良車普及機構、マモルトランスポート株式会社 ¥600,000

197 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社碧物流 ¥2,880,000

198 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社常運 ¥2,880,000

199 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社香春 ¥360,000

200 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社ウオキチ ¥1,920,000

201 一般財団法人環境優良車普及機構、エム・ティ・エス有限会社 ¥600,000

202 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社マサフミ ¥1,560,000

203 一般財団法人環境優良車普及機構、有限会社愛知ユニック社 ¥2,400,000

204 一般財団法人環境優良車普及機構、オーエス興業株式会社 ¥600,000

205 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社じゅんすい ¥1,560,000

206 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社トミシマ ¥3,000,000

207 一般財団法人環境優良車普及機構、八女運送有限会社 ¥720,000

208 一般財団法人環境優良車普及機構、株式会社ＦＫロジネット ¥2,400,000

209 リコーリース株式会社、株式会社オフィス三進 ¥1,200,000

210 リコーリース株式会社、大和運送株式会社 ¥6,000,000

211 リコーリース株式会社、株式会社津田商店 ¥2,760,000

212 リコーリース株式会社、株式会社ナガハシ ¥1,320,000

213 蔵前運輸倉庫株式会社 ¥3,473,000

214 有限会社アンデス ¥1,200,000

215 リコーリース株式会社、ソーゴサービス株式会社 ¥808,000

216 オリソー物流株式会社 ¥1,500,000

217 リコーリース株式会社、有限会社末藤運送 ¥960,000

218 東海ロジスコ株式会社 ¥1,080,000

219 岡田陸運株式会社 ¥840,000

220 小倉興産ロジサービス株式会社 ¥240,000

221 リコーリース株式会社、九栄運輸倉庫株式会社 ¥4,200,000

222 天野商運株式会社 ¥2,184,000

223 株式会社山幸商運 ¥2,880,000

224 サンテツ運輸株式会社 ¥6,000,000

合計 ¥530,924,000


