
環境保全優良事業者等表彰 

受賞者名簿（敬称略） 

 

 

 

平成２０年６月２３日表彰 

 

 バス事業 

ジェイ・アール北海道バス 株式会社 琴似営業所 

 

 トラック事業 

日幸産業運輸 株式会社 本社営業所 

日本通運 株式会社 函館支店ペリカンセンター 

 

 整備事業 

株式会社林自動車札幌 

株式会社ライラック自工 

札幌流通センター自動車整備協業組合 車検のコバック月寒店 

札通自動車工業株式会社 

株式会社ホンダカーズ札幌中央 ボディサービス札幌 

札幌トヨタ自動車株式会社 札幌支店 

トヨタカローラ札幌株式会社 本社第１テクノショップ 

ネッツトヨタ札幌株式会社 西町店 

札幌トヨペット株式会社 上野幌店 

株式会社スズキ自販北海道 アリーナ里塚 

札幌日産自動車株式会社 ミュンヘン大橋店 

北海道日産自動車株式会社 中央支店 

日産プリンス札幌販売株式会社 川沿支店 

北海道マツダ販売株式会社 千歳店 

株式会社北進自動車工業 江別店 

株式会社函館マツダ 中道店 

株式会社函館マツダ 中央店 

株式会社函館マツダ 大野新道店 

株式会社函館マツダ 江差店工場 

株式会社函館マツダ 森店工場 

株式会社函館マツダ 美原ユーカーランド 

函館三菱自動車販売株式会社 サービスセンター 

トヨタカローラ函館株式会社 新世橋営業所 

トヨタカローラ函館株式会社 海岸通営業所 



トヨタカローラ函館株式会社 富岡営業所 

トヨタカローラ函館株式会社 江差営業所 

トヨタカローラ函館株式会社 八雲営業所 

株式会社ホンダクリオ函館 本店サービス工場 

北海道いすゞ自動車株式会社 函館支店サービス工場 

函館自動車工業株式会社 

札幌トヨペット株式会社 室蘭店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 伊達店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 登別店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 白老店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 苫小牧店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 富川店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 静内店 

トヨタカローラ室蘭株式会社 浦河店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 伊達店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 室蘭店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 登別新生店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 糸井店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 キテネッツ館 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 ブルーツイン 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 静内店 

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 浦河店 

北海道マツダ販売株式会社 伊達店 

北海道マツダ販売株式会社 室蘭店 

北海道マツダ販売株式会社 苫小牧店 

北海道マツダ販売株式会社 静内店 

帯広日産自動車株式会社 西２０条店 

帯広日産自動車株式会社 西１６条店 

帯広日産自動車株式会社 ギャラリー２２ 

帯広日産自動車株式会社 ドーム 

帯広日産自動車株式会社 音更店 

帯広日産自動車株式会社 幕別店 

帯広日産自動車株式会社 本別店 

帯広日産自動車株式会社 清水店 

帯広日産自動車株式会社 広尾店 

帯広トヨペット株式会社 本店 

帯広トヨペット株式会社 南店 

帯広トヨペット株式会社 本別店 

トヨタカローラ帯広株式会社 本店テクノショップ 



トヨタカローラ帯広株式会社 札内店 

トヨタカローラ帯広株式会社 西店 

トヨタカローラ帯広株式会社 本別店 

ネッツトヨタ帯広株式会社 ミルト店 

ネッツトヨタ帯広株式会社 ウエストワード店 

ネッツトヨタ帯広株式会社 リーフ店 

ネッツトヨタ帯広株式会社 アムズ店 

釧路トヨタ自動車株式会社 西帯広支店 

釧路トヨタ自動車株式会社 帯広支店 

釧路トヨタ自動車株式会社 音更店 

釧路トヨタ自動車株式会社 清水店 

釧路トヨタ自動車株式会社 広尾店 

道東ダイハツ販売株式会社 帯広支店 

北海道マツダ販売株式会社 帯広店 

北海道マツダ販売株式会社 本別店 

北海道マツダ販売株式会社 清水店 

株式会社マツダアンフィニ北海道 帯広店 

東北海道ヤナセ株式会社 

東北海道いすゞ自動車株式会社 帯広支店 

株式会社ホンダカーズ帯広 札内店 

株式会社上嶋自動車 

コマツ道東株式会社 帯広支店 

釧路トヨタ自動車株式会社 芦野店 

釧路トヨタ自動車株式会社 桜ヶ岡店 

釧路トヨタ自動車株式会社 鳥取マイカーセンター 

釧路トヨタ自動車株式会社 標茶店 

釧路トヨタ自動車株式会社 根室店 

釧路トヨタ自動車株式会社 中標津店 

釧路トヨペット株式会社 ウイング桂木店 

釧路トヨペット株式会社 弟子屈店 

釧路トヨペット株式会社 厚岸店 

釧路トヨペット株式会社 根室店 

釧路トヨペット株式会社 中標津店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 新橋店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 星が浦店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 文苑店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 厚岸店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 弟子屈店 

ネッツトヨタ釧路株式会社 根室店 



ネッツトヨタ釧路株式会社 中標津店 

北海道マツダ販売株式会社 釧路店 

北海道マツダ販売株式会社 厚岸店 

北海道マツダ販売株式会社 根室店 

北海道マツダ販売株式会社 中標津店 

東北海道いすゞ自動車株式会社 中標津支店整備工場 

道東ダイハツ販売株式会社  

ネッツトヨタ道東株式会社 

日通機工株式会社 釧路整備工場 

道東運搬機株式会社 釧路支店 

有限会社田中自動車工業  

有限会社根室自動車工業 

有限会社菊地自動車整備工場 

株式会社ホンダプリモ新橋 Honda Cars 釧路 北釧路町店 

北海道マツダ販売株式会社 北見店 

北海道マツダ販売株式会社 網走店 

株式会社白井自動車整備工場 

道北自動車販売株式会社 

株式会社清水モーター商会 

有限会社ボデーショップサクライ 

有限会社日栄車体 

光和自動車工業株式会社 

有限会社アキヤマ自工 

有限会社元町ボデー工業 

有限会社横山修理工場 

北海自工株式会社 

有限会社大成車体工業 

株式会社タックスカネタ 

フジオート販売株式会社 

有限会社ミズタニ自動車販売 

有限会社カートップ 

有限会社アイエイシー商事 

有限会社トキワ電装工業深川 

株式会社ドーホク 

旭川トヨタ自動車株式会社 タムザ神居店 

旭川トヨタ自動車株式会社 永山店 

旭川トヨタ自動車株式会社 末広店 

旭川トヨタ自動車株式会社 東光店 

旭川トヨタ自動車株式会社 東旭川店 



旭川トヨタ自動車株式会社 旭川ボデーサービスセンター  

トヨタカローラ道北株式会社 大雪通店 

トヨタカローラ道北株式会社 末広店 

トヨタカローラ道北株式会社 四条店 

トヨタカローラ道北株式会社 名寄店 

トヨタカローラ道北株式会社 枝幸店 

トヨタカローラ道北株式会社 富良野店 

トヨタカローラ道北株式会社 カーセレクト３９店 

ネッツトヨタ旭川株式会社 ながやま店 

ネッツトヨタ旭川株式会社 とよおか店 

ネッツトヨタ旭川株式会社 すえひろ店 

ネッツトヨタ旭川株式会社 かぐらおか店 

北海道いすゞ自動車株式会社 旭川支店 

北海道スバル株式会社 名寄店 

北海道スバル株式会社 富良野店 

株式会社ホンダベルノ旭川 ホンダカーズ旭川 末広店 

株式会社ホンダベルノ旭川 ホンダカーズ旭川 豊岡１４条店 

株式会社ヤナセ 旭川支店  

北海道三菱自動車販売株式会社 旭川店 

北海道三菱自動車販売株式会社 東光店 

北海道三菱自動車販売株式会社 神居店 

旭川日産自動車株式会社 神楽店 

旭川日産自動車株式会社 春光店 

旭川日産自動車株式会社 永山店 

株式会社旭川ダイハツモータース 忠和支店 

株式会社旭川ダイハツモータース 名寄営業所 

株式会社旭川ダイハツモータース 稚内営業所 

株式会社旭川ダイハツモータース 旭川支店 

トヨタカローラ旭川株式会社 旭川店 

トヨタカローラ旭川株式会社 大町店 

トヨタカローラ旭川株式会社 西神楽店 

トヨタカローラ旭川株式会社 深川店 

北海道マツダ販売株式会社 旭川店 

北海道マツダ販売株式会社 神居店 

北海道マツダ販売株式会社 東光店 

北海道マツダ販売株式会社 稚内店 

北海道マツダ販売株式会社 留萌店 

北海道マツダ販売株式会社 名寄店 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 北海道ふそう 旭川支店 



旭川スズキ販売株式会社 

旭川スズキ販売株式会社 末広営業所 

旭川スズキ販売株式会社 神楽営業所 

今井自動車株式会社 マツダオートザム旭川 

 


