
令和３年度

愛知運輸支局 優良事業者等表彰式

令和３年７月７日

中部運輸局愛知運輸支局



表 彰 式

１．日 時 令和３年７月７日（水）１３：３０ 開式

２．場 所 名古屋市公会堂 ４階ホール

名古屋市昭和区鶴舞一丁目１番３号

３．受賞者 「環境に優しい自動車整備事業場」 ６３事業場

一般社団法人愛知県自動車整備振興会 ７事業場

愛知県自動車販売店協会 ３９事業場

愛知県中古自動車販売協会 ９事業場

愛知県自動車車体整備協同組合 ８事業場

「優良自動車整備事業場」 ９２事業場

「自動車運送安全性優良事業場」 ７３事業場

４． 式次第

１）開 式 の 辞

２）式 辞

３）表 彰 状 授 与

４）来 賓 祝 辞

５）閉 式 の 辞



受賞者名簿

　　　　事業場名 　所在地

愛知自動車株式会社 額田郡

碧南運送株式会社　オートサービス 豊田市

東海自動車工業株式会社 蒲郡市

株式会社ミヤセ自動車 岡崎市

丸栄自動車修理工場 西尾市

有限会社青山自動車 西尾市

丸十自動車株式会社 瑞穂区

　　　　事業場名 　所在地

トヨタカローラ愛豊株式会社昭和橋店 中川区

トヨタカローラ愛豊株式会社瀬戸店 瀬戸市

トヨタカローラ中京株式会社藤が丘北店 守山区

トヨタカローラ名古屋株式会社勝川店 春日井市

ネッツトヨタ中京株式会社高蔵寺店 春日井市

ネッツトヨタ東海株式会社刈谷店 刈谷市

愛知日産自動車株式会社守山千代田店 守山区

日産プリンス名古屋販売株式会社山王工場 中川区

愛知日野自動車株式会社豊橋営業所 豊川市

名古屋スバル自動車株式会社半田店 半田市

愛知ダイハツ株式会社半田店 半田市

ホンダカーズ愛知小牧元町店 小牧市

ホンダカーズ東海半田乙川店 半田市

愛知スズキ販売株式会社刈谷店 刈谷市

株式会社ウィンアルファロメオ三河フィアット・アバルト三河 岡崎市

いすゞ自動車中部株式会社港サービスセンター 港区

名古屋トヨペット株式会社カーロッツ三好店 みよし市

名古屋トヨペット株式会社和合店 愛知郡

トヨタカローラ愛知株式会社野並店 天白区

トヨタカローラ愛豊株式会社茶屋が坂店 千種区

トヨタカローラ中京株式会社太平通店 中川区

トヨタカローラ名古屋株式会社岩倉駅西店 岩倉市

ネッツトヨタ名古屋株式会社津島神守店 津島市

ネッツトヨタ中京株式会社庄内店 西区

ネッツトヨタ東海株式会社加木屋店 東海市

愛知日産自動車株式会社稲沢店 稲沢市

日産プリンス名古屋販売株式会社星崎工場 南区

環境に優しい自動車整備事業場

　一般社団法人　愛知県自動車整備振興会

　愛知県自動車販売店協会



受賞者名簿

　　　　事業場名 　所在地

愛知日野自動車株式会社一宮営業所 一宮市

西日本三菱自動車販売株式会社熱田店 熱田区

名古屋スバル自動車株式会社中川四女子店 中川区

愛知ダイハツ株式会社豊田店 豊田市

ホンダカーズ愛知岡崎羽根店 岡崎市

ホンダカーズ東海名和店 東海市

株式会社ホンダカーズ三河豊田拳母店 豊田市

株式会社ホンダ小牧小牧原店 小牧市

株式会社ホンダ小牧弥生店 小牧市

愛知スズキ販売株式会社味岡店 小牧市

株式会社スズキ自販中部スズキアリーナ堀田通 瑞穂区

NTP-VG株式会社Volkswagen植田 天白区

　　　　事業場名 　所在地

株式会社フリード 長久手市

鈴木自動車販売株式会社 岡崎市

有限会社エイエイエス 中川区

今井自動車有限会社 西区

株式会社安城トラックセンター 安城市

有限会社佐野モータース 豊川市

株式会社鈴高自動車販売 豊田市

ジュンオート株式会社 稲沢市

有限会社フジミオート 豊橋市

　　　　事業場名 　所在地

松本車体整備株式会社 西春日井郡

株式会社三光社 西尾市

カネマツ自動車株式会社 昭和区

株式会社三和塗装 岡崎市

輪栄自動車株式会社中川工場 中川区

株式会社加藤自動車鈑金 北区

有限会社近藤自動車 北名古屋市

有限会社渡辺鈑金塗装 西尾市

環境に優しい自動車整備事業場

　愛知県自動車販売店協会

　愛知県中古自動車販売協会

　愛知県自動車車体整備協同組合



受賞者名簿

認証番号 　　　　事業場名 　所在地

156 三弘モータース 刈谷市

416 有限会社長谷川自動車修理工場 小牧市

582 中島自動車株式会社 東区

706 有限会社河内モータース 小牧市

848 有限会社梶浦モータース 稲沢市

1230 合資会社岩田自動車整備工場 昭和区

1634 亀甲通運株式会社整備工場 春日井市

1635 有限会社西浦モータース 蒲郡市

1761 有限会社富士自動車 岡崎市

1868 アサヒ自動車株式会社 豊田市

1903 有限会社後藤モータース 豊橋市

1907 有限会社佐久間モータース 田原市

1938 株式会社家田モータース 中川区

2076 株式会社池田自動車 中村区

2361 有限会社小島モータース 東海市

2390 藤田モータース商会 安城市

2456 株式会社アメリカンオートサービス 北区

2572 有限会社小出モータース 中村区

2640 タナカモータース商会 北区

2641 有限会社エスジーロジック 北区

2674 有限会社武川自動車 熱田区

2848 丸一運輸株式会社自動車整備工場 港区

2868 有限会社カーライフサービスヤマダ 西区

2874 浜島自動車商会 千種区

3253 株式会社樹木モータース 豊田市

3259 林モータース 豊田市

3311 児玉モータース有限会社 岡崎市

5029 有限会社篠田自動車整備工場 豊田市

5079 中山自動車 田原市

5189 有限会社さかい自動車 蒲郡市

5208 有限会社瑞穂工業所 西区

5218 豊冨自動車株式会社 岡崎市

5245 ＮＯＲＯモータース 春日井市

5268 有限会社佐藤自動車 一宮市

5288 福岡自動車有限会社 長久手市

5300 大信自動車 江南市

優良自動車整備事業場



受賞者名簿

認証番号 　　　　事業場名 　所在地

5408 有限会社高塚モータース 豊橋市

5476 アチワ自動車株式会社 中川区

5478 水野モータース 岡崎市

5618 三宅自動車 知立市

5764 日栄自動車 愛西市

5767 杉浦自動車 豊橋市

5871 株式会社石本自動車 豊田市

5929 第一貨物株式会社名古屋整備工場 小牧市

5953 有限会社太田自動車整備工場 北名古屋市

5996 司自動車 豊田市

6007 有限会社サカエ自動車 豊橋市

6012 有限会社昌和エム・アイ 西区

6088 高橋自動車工業所 豊川市

6184 有限会社ティーエス自動車 西区

6281 金森自動車興業株式会社 愛知郡

6364 有限会社平和自動車 知多市

6387 有限会社ツゲ自動車 津島市

6447 泰伸自動車 豊川市

6572 中央自動車 愛西市

6590 株式会社ＮＡＣ中島自動車 豊橋市

6626 下山自動車整備工場 豊田市

6636 有限会社林自動車サービス 豊橋市

6665 株式会社長谷川自動車商会 春日井市

6687 東名自動車整備工場 春日井市

6701 名西自動車工業 北名古屋市

6712 ユウゼン自動車株式会社 一宮市

6897 有限会社山口自動車 西区

6968 白石自動車 東海市

6980 有限会社名良自動車 西区

7018 有限会社二ツ橋自動車 中村区

7057 三河車体株式会社 豊橋市

7115 田中自動車商会 昭和区

7122 有限会社石黒整備 豊川市

7138 有限会社キブキ自動車 春日井市

7190 合資会社ワタナベ自動車 豊田市

7201 有限会社丸文自動車 豊橋市

優良自動車整備事業場



受賞者名簿

認証番号 　　　　事業場名 　所在地

7225 コーシン自動車有限会社 岡崎市

7255 株式会社戸田自動車販売 豊田市

7298 島川自動車 愛知郡

7329 海津自動車 海部郡

7431 西濃運輸株式会社小牧支店整備工場 小牧市

7542 有限会社グリーンオートサービス 緑区

7577 有限会社タケダ自動車 江南市

7669 有限会社杉野自動車 豊橋市

7720 オートリフレッシュクワハラ 守山区

7959 株式会社ササキ自動車 豊田市

8070 有限会社田尾自動車 豊田市

8147 横須賀オートサービス 豊橋市

8194 江南自工 江南市

8214 株式会社ユーロスターアントレ 春日井市

8361 有限会社ビィーワン 春日井市

8506 光自動車工業 愛知郡

8585 株式会社いつきオート 岡崎市

8606 株式会社都築自動車 尾張旭市

8744 株式会社Ｅｇ 中村区

9996 丸十自動車株式会社 瑞穂区

優良自動車整備事業場



受賞者名簿

　　　　事業所名 　所在地

愛知陸運株式会社　小牧営業所 小牧市

株式会社青山運送　本社営業所 小牧市

アツミニエキ株式会社　本社営業所 新城市

栄進物流株式会社　佐屋本社 愛西市

ＡＤＷホールディングス株式会社　本社営業所 西尾市

エービーカーゴ西日本株式会社　小牧営業所 小牧市

岡崎通運株式会社　高岡ロジネット・センター 豊田市

岡崎通運株式会社　ムツミ・ロジネット・センター 岡崎市

株式会社カネコ運輸　豊川営業所 豊川市

唐津運輸株式会社　本社営業所 弥富市

有限会社北村産業　本社営業所 犬山市

共栄運輸有限会社　本社営業所 熱田区

興和運輸株式会社　小牧営業所 小牧市

興和運輸株式会社　東浦営業所 知多郡

株式会社コラビス　春日井営業所 春日井市

サーラ物流株式会社　豊川営業所 豊川市

株式会社サンキュウ・トランスポート・中部　名古屋営業所 弥富市

株式会社シャチライン　本社営業所 北名古屋市

新英運輸株式会社　豊橋営業所 豊橋市

新英運輸株式会社　本社営業所 安城市

信光陸運株式会社　本社営業所 小牧市

株式会社鈴鉦運輸　本社営業所 一宮市

株式会社鈴鉦運輸　弥富物流センター 弥富市

株式会社鈴鉦運輸　瀬戸営業所 瀬戸市

諏訪梱包運輸株式会社　名古屋 小牧市

有限会社勢和運輸　本社営業所 港区

綜合警備保障株式会社　警送愛知支社　岡崎警送営業所 岡崎市

綜合警備保障株式会社　警送愛知支社　豊橋警送営業所 豊橋市

有限会社大新運輸　本社営業所 豊田市

大和物流株式会社　名港支店 港区

ダイワロジテム株式会社　本社 港区

株式会社竹豊物流　本社営業所 安城市

中電輸送サービス株式会社　本店営業所 港区

中部三興物流株式会社　犬山営業所 犬山市

柘運送株式会社　岡崎営業所 岡崎市

柘運送株式会社　本社営業所 港区

株式会社ティラドロジスティクス　東浦営業所 知多郡

自動車運送安全性優良事業所



受賞者名簿

　　　　事業所名 　所在地

株式会社テスコ　本社 豊明市

株式会社東海ロジテム　本社営業所 豊川市

豊鉄運輸株式会社　本社営業所 豊田市

名古屋陸送株式会社　セントレア営業所 常滑市

名古屋陸送株式会社　弥富営業所 弥富市

有限会社南陽運送　本社営業所 港区

新潟運輸株式会社　名古屋支店 港区

新潟運輸株式会社　安城支店 安城市

新潟運輸株式会社　豊川支店 豊川市

有限会社ニシカワ運輸　本社 豊田市

日急株式会社　本社営業所 北区

日急株式会社　三好営業所 みよし市

日急株式会社　小牧倉庫営業所 小牧市

日通三河運輸株式会社　豊田営業所 豊田市

日本図書輸送株式会社　名古屋営業所 緑区

パナシアロジ株式会社　本社営業所 港区

濱嶋運輸有限会社　本社営業所 あま市

福山通運株式会社　西尾営業所 西尾市

福山通運株式会社　東海支店 東海市

株式会社藤城運輸　豊橋営業所 豊橋市

有限会社藤松運送店　本社営業所 港区

有限会社間瀬運送　本社営業所 常滑市

株式会社マルカワ　本社営業所 名東区

株式会社マルカワ　西営業所 西区

丸勢運輸有限会社　本社営業所 港区

株式会社丸玉運送　本社営業所 東海市

株式会社丸二運送　小牧営業所 丹羽郡

株式会社ムロオ　名古屋 海部郡

名昭運輸株式会社　本社営業所 中川区

名鉄運輸株式会社　名古屋東支店 長久手市

名鉄急配株式会社　犬山流通倉庫営業所 犬山市

名鉄急配株式会社　名古屋港営業所 港区

明倫運輸株式会社　本社営業所 港区

株式会社ヤマザキ物流　名古屋営業所 北名古屋市

有限会社レオ　本社営業所 守山区

有限会社ワンプラスワン　本社 安城市

自動車運送安全性優良事業所


