
事業者名 所在地 代表者名 評価区分

株式会社三急運輸 東京都足立区東和一丁目2番12号 田代　昌明 ☆☆☆

日本レコードセンター株式会社 神奈川県厚木市上落合276番地11 片野　浩一 ☆☆☆

茨城流通サービス株式会社 茨城県古河市丘里14番地4 小倉　邦義 ☆☆☆

西町運送株式会社 東京都北区西が丘一丁目1番5号 岩邉　洽子 ☆☆☆

大出運輸株式会社 東京都足立区東伊興一丁目1番26号 山下　義尚 ☆☆☆

有限会社柳沢運輸 東京都小金井市東町二丁目26番11号 栁沢　博之 ☆☆☆

有限会社武井物流 東京都台東区下谷三丁目1番21-1002号 武井　一憲 ☆☆☆

ティーエルロジコム株式会社 東京都墨田区太平四丁目１番３号 鎌田　正彦 ☆☆

株式会社ナガオ 東京都小平市花小金井五丁目428番地の15 緒方　伸二 ☆☆

川崎陸送株式会社 東京都港区新橋三丁目22番1号 樋口　恵一 ☆☆

株式会社丸喜運輸 東京都板橋区相生町17番20号 和地　耕二 ☆☆

東京三栄運送株式会社 東京都足立区入谷九丁目21番2号 森末　義和 ☆☆

東京アンデス物流株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央42番21号 若林　文和 ☆☆

有限会社金城運輸 東京都大田区千鳥三丁目15番15号 金城　永三 ☆☆

丸勝運輸株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町34番7号 清水　敦史 ☆☆

中央車輌輸送株式会社 東京都港区東麻布一丁目10番10号 島田　義明 ☆☆

丸昭運輸株式会社 東京都北区東田端一丁目10番2号 渡邊　和廣 ☆☆

亀戸運送株式会社 東京都江東区亀戸七丁目39番12号 永嶋　信一 ☆☆

有限会社すずか梱包運輸 東京都葛飾区東金町七丁目37番5号 鈴木　貢 ☆☆

株式会社ハヤシ配送サービス 東京都墨田区緑二丁目6番5号 林　秀行 ☆☆

京南運送株式会社 東京都品川区大崎五丁目6番11号 吉田　智重 ☆☆

株式会社藤倉運輸 東京都足立区神明南二丁目1番2号 藤倉　泰徳 ☆☆

大塚運送株式会社 東京都江戸川区大杉四丁目15番14号 大塚　仁志 ☆☆

東京食料運輸株式会社 東京都江東区辰巳一丁目5番10号 阿部　行信 ☆☆

株式会社カーズ 東京都葛飾区水元五丁目11番24号 野中　利光 ☆☆

稲垣運輸株式会社 東京都練馬区南大泉三丁目28番14号 稲垣　久義 ☆☆

株式会社村山運輸 東京都新宿区百人町三丁目8番13号 村山　浩一 ☆☆

桐生運輸有限会社 東京都足立区島根二丁目26番17号 桐生　和幸 ☆☆

株式会社大津運送 東京都大田区仲池上一丁目16番8号 大津　敏一 ☆☆

渋谷運輸サービス有限会社 東京都狛江市岩戸南四丁目31番18号 三杉　恭一 ☆☆

有限会社丸和運送 東京都世田谷区弦巻一丁目40番5号 寅谷　和男 ☆☆

サクラ運送有限会社 東京都大田区大森東四丁目27番2号 伊藤　光浩 ☆☆

株式会社明和運輸 東京都足立区宮城一丁目6番12号 宇田川　英彦 ☆☆

日本興運株式会社 東京都江東区新木場一丁目16番8号 原　玲子 ☆☆

若林運送株式会社 東京都江戸川区松江五丁目22番1号 若林　権太郎 ☆☆

株式会社大塚組 東京都大田区東糀谷二丁目3番6号 大塚　治夫 ☆☆

用賀運送株式会社 東京都世田谷区上用賀五丁目7番2号 石川　和夫 ☆☆

彦新運輸株式会社 東京都江戸川区一之江八丁目19番6号 彦田　昌昭 ☆☆

日盛運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号 細井　幸一 ☆☆

イサム通商有限会社 東京都練馬区土支田四丁目32番20号 田中　和一 ☆☆

株式会社羽田運送店 東京都八王子市中野山王三丁目25番34号 羽田　三根夫 ☆☆

株式会社興真運送 東京都板橋区宮本町35番15号 篠﨑　眞 ☆☆

タイトー物流サービス株式会社 東京都荒川区東日暮里一丁目27番13号 土谷　静之介 ☆☆

都北運輸株式会社 東京都葛飾区東水元四丁目5番6号 大沢　亮 ☆☆

関東急行運輸株式会社 東京都足立区加賀二丁目27番13号 島田　恒彦 ☆☆

東栄運送株式会社 東京都板橋区板橋二丁目37番9号 東井　忠弘 ☆☆

上昇運輸株式会社 東京都足立区南花畑四丁目3番22号 上野　巨志 ☆☆

株式会社ターボ商事 埼玉県越谷市流通団地三丁目3番6号 井上　登弘 ☆☆

高栄運輸株式会社 東京都立川市西砂町三丁目28番地の1 大市　悦也 ☆☆

淺見運輸倉庫株式会社 東京都世田谷区駒沢五丁目15番11号 浅見　博之 ☆☆

株式會社三榮商會 東京都中央区日本橋小網町6番14号 岩井　榮三 ☆

株式会社三村運送 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目1番7号 三村　偉一郎 ☆

丸武運輸株式会社 東京都江東区佐賀一丁目11番8号 土屋　信之 ☆

自由ヶ丘運送有限会社 東京都目黒区緑が丘二丁目6番15号 土屋　秀明 ☆

有限会社大澤組 東京都港区海岸三丁目6番43号 加藤　知朗 ☆

２０１２年度　東京都貨物輸送評価制度　評価取得事業者一覧

※２０１１年のデータにより評価
※評価区分ごとに、申請受付順に掲載
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有限会社古川商事運輸 東京都三鷹市新川二丁目7番22号 古川　丞 ☆

株式会社寿運送 東京都文京区本郷二丁目5番8号 石井　秀男 ☆

新宿貨物運送株式会社 東京都新宿区新宿四丁目3番16号 古屋　芳彦 ☆

上野運輸株式会社 東京都北区豊島二丁目17番16号 上野　紀一 ☆

昭和の森エリアサービス株式会社 東京都昭島市田中町562番地8 田村　春生 ☆

株式会社金原運送店 東京都荒川区南千住三丁目23番12号 金原　實 ☆

長井運送株式会社 東京都港区芝浦一丁目3番3号 長井　純一 ☆

新寿堂運輸株式会社 東京都江東区枝川二丁目18番10号 國澤　大介 ☆

株式会社あやめ運輸 東京都豊島区南大塚一丁目14番12号 菖蒲　亨 ☆

大友運輸株式会社 東京都板橋区高島平六丁目2番5号 藤井　練和 ☆

株式会社ソーア 京都府京都市北区紫竹東高縄町51番地の1 宮川　茂樹 ☆

株式会社やまと東 東京都港区芝浦三丁目10番6号 楯列　和子 ☆

株式会社森田商運 東京都足立区綾瀬二丁目22番15-204号 山田　正信 ☆

株式会社システムライン 東京都足立区花畑六丁目15番1号 綱島　勝美 ☆

東京荷役管理株式会社 東京都江東区辰巳一丁目5番10号 阿部　行信 ☆

株式会社タイヨーリクテム 東京都江東区辰巳三丁目13番15号 山下　政博 ☆

田中陸運株式会社 東京都渋谷区代々木四丁目60番10号 田中　秀樹 ☆

鈴直運送株式会社 東京都江戸川区北葛西五丁目2番1号 鈴木　健之 ☆

鈴直運輸株式会社 東京都江東区南砂六丁目2番12号 多賀谷　正秀 ☆

湯田運送有限会社 東京都足立区加賀二丁目3番9号 湯田　正二 ☆

都北運輸株式会社 東京都北区浮間四丁目20番6号 金柱　誠司 ☆

古屋運送株式会社 東京都新宿区上落合一丁目4番1号 古屋　芳彦 ☆

松本運送有限会社 東京都台東区浅草五丁目65番3号 松本　勝彦 ☆

新宿運輸商事株式会社 東京都新宿区西早稲田二丁目20番18号 横山　竜介 ☆

北田運送株式会社 東京都板橋区高島平七丁目1番17号 北田　真三郎 ☆

株式会社誠和 東京都江東区森下五丁目7番5号 西野　毅 ☆

株式会社入船物流システム 東京都江戸川区西葛西六丁目17番6号 半田　一惠 ☆

株式会社東洋運輸 東京都東村山市恩多町一丁目60番の1 中島　昭治 ☆

株式会社オータカ 東京都杉並区堀ノ内三丁目37番5号 大髙　一義 ☆

川西運輸株式會社 東京都台東区台東二丁目6番12号 川西　隆三 ☆

株式会社ロジテム日流 東京都大田区仲池上二丁目24番20号 村田　三枝子 ☆

武井運送有限会社 東京都練馬区大泉町六丁目1番12号 武井　亮一 ☆

丸順商事有限会社 東京都羽村市富士見平二丁目1番地の14 矢部　要 ☆

大德運輸株式会社 埼玉県草加市谷塚町1230番地4 相楽　俊一郎 ☆

丸大運輸有限会社 東京都足立区入谷一丁目12番9号 大山　宏 ☆

石山運送株式会社 東京都足立区保塚町9番27号 石山　信一 ☆

有限会社大昌運輸 東京都足立区堀之内一丁目17番13号 山本　明徹 ☆

水穂興業株式会社 東京都江戸川区篠崎町五丁目4番4号 齋藤　達司 ☆

京浜運送株式会社 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 吉本　花子 ☆

廣木運輸株式会社 東京都足立区綾瀬六丁目8番25号 廣木　邦昭 ☆

興栄運輸株式会社 東京都世田谷区中町二丁目38番3号 小越　康英 ☆

東栄興業株式会社 東京都足立区西新井四丁目27番28号 小泉　公男 ☆

サイショウ.エクスプレス株式会社 東京都江東区辰巳三丁目13番12号 齋藤　正雄 ☆

協和商事株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部349番2 小山　明 ☆

八大株式会社 東京都江東区辰巳三丁目18番20号 岩田　喜久蔵 ☆

共立ラインサービス株式会社 東京都立川市柏町一丁目19番地 南里　徹郎 ☆

株式会社昌登物流 東京都足立区舎人五丁目7番10号 登坂　好男 ☆

株式会社ひがの運送 東京都世田谷区弦巻四丁目11番10号 日向野　弘治 ☆

日本梱送株式会社 東京都中野区上鷺宮一丁目1番19号 中村　亶 ☆

株式会社美喜運輸 東京都西多摩郡瑞穂町長岡一丁目14番地3 當間　英喜 ☆

竹内運輸工業株式会社 東京都三鷹市下連雀六丁目1番1号 竹内　政司 ☆

株式会社竹鼻運送 埼玉県川口市東領家四丁目8番11号　 牧野　英雄 ☆

田丸運輸株式会社 東京都練馬区早宮三丁目41番31号 田丸　正一 ☆

株式会社マルヤマサービス 東京都足立区入谷五丁目14番7号 菅　眞知 ☆

みのり運輸株式会社 東京都江戸川区西葛西二丁目1番2号 五木田　安信 ☆

三港運輸株式会社 東京都江東区辰巳三丁目7番23号 日下　栄作 ☆

和光運輸株式会社 東京都足立区鹿浜三丁目15番6号 原　茂 ☆

東都配送株式会社 東京都港区東新橋二丁目11番3号 村上　益夫 ☆

春木運輸株式会社 東京都足立区梅田三丁目11番12号 佐藤　孝高 ☆

株式会社エム・エスサービス 東京都江戸川区篠崎町四丁目6番3号 植益　正芳 ☆
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