
自動車エコ事業所認定事業所一覧 

○平成２８年度認定 ２事業所  

事業所名 取組内容 

名古屋トヨペット株式会社 三好店 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備２基設置

（２点） 

再生可能エネルギーの活用      （２点）

（太陽光発電設備及びＢＥＭＳの導入） 

非常用電源設備としての蓄電池（再生品を含

む。）２基設置           （２点）

ネッツトヨタ愛知株式会社 プラザ岡崎南 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備１基設置

（１点） 

再生可能エネルギーの活用      （２点）

（太陽光発電設備及びＢＥＭＳの導入） 

非常用電源設備としての蓄電池（再生品を含

む。）１基設置           （１点）

○平成２７度認定 ５事業所 

事業所名 取組内容 

安藤運輸株式会社 

エコドライブシステム導入    （１点） 

再生可能エネルギーの活用    （１点） 

エコドライブ研修会       （１点） 

交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経

営の認証登録          （１点） 

名工建設株式会社 

名古屋施工本部 

エコカー導入          （３点） 

公共交通機関の利用促進等    （１点） 

再生可能エネルギーの活用    （１点） 

三菱自動車工業株式会社 

名古屋製作所 

エコカー導入          （１点） 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備の設置

（３点） 

従業員向けＥＶ・ＰＨＶ用充電設備の設置 

（３点） 

再生可能エネルギーの活用    （１点） 

名古屋トヨペット株式会社 御立店 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備の設置

（１点） 

再生可能エネルギーの活用    （２点） 

非常用電源設備としての蓄電池（再生品を含

む。）の設置           （１点） 



事業所名 取組内容 

株式会社そうぎょう 

再生可能エネルギーの活用     （２点） 

非常用電源設備としての蓄電池（再生品を含

む。）の設置           （１点） 

ＩＳＯ１４００１の認証取得    （１点） 

○平成２６年度認定 １事業所  

事業所名 取組内容 

名古屋トヨペット株式会社 太田川店 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備２基設置

（２点） 

再生可能エネルギーの活用（３点） 

（太陽光発電設備、ＢＥＭＳ及びソーラーカー

ポートの導入） 

非常用電源設備としての蓄電池（再生品を含

む。）２基設置（２点）

○平成２５年度認定 １事業所  

事業所名 取組内容 

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

マーケティング本部  

中部電材営業部・中部住建営業部 

エコカー導入台数 57 台、導入割合 5.4 割（1 点） 

公共交通機関の利用者割合 10割（1点） 

（最寄駅からの距離 1．0ｋｍ） 

一般開放されたＥＶ・ＰＨＶ用充電設備 2基設置 

（2 点） 

○平成２３年度認定 １２事業所 

事業所名 取組内容 

カリツー株式会社 豊橋営業所 

エコカー導入台数 22 台、導入割合 5.1 割（１点） 

エコドライブシステム導入割合 8.8 割（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

カリツー株式会社 岡崎物流センター 

エコカー導入台数 16 台、導入割合 5.1 割（１点） 

エコドライブシステム導入割合 8.7 割（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

京セラ株式会社 名古屋営業所 

エコカー導入台数 14 台、導入割合 10 割（３点） 

公共交通機関の駅から 0.1km、利用者割合 10割 

（１点） 

小林クリエイト株式会社 名古屋支店 エコカー導入台数 49 台、導入割合 9.8 割（３点） 



事業所名 取組内容 

翔運輸株式会社 田原物流センター事業部

エコカー導入台数 7台、導入割合 5.3 割（１点） 

エコドライブシステム導入割合 7.6 割（１点） 

共同輸配送（１点） 

大日本住友製薬株式会社 名古屋支店 エコカー導入台数 43 台、導入割合 10 割（３点） 

豊田ケミカルエンジニアリング株式会社
エコカー導入台数 19 台、導入割合 9.0 割（３点） 

ISO14001 認証取得（１点） 

トヨタホーム株式会社 本社 エコカー導入台数 17 台、導入割合 10 割（３点） 

トヨタホーム株式会社 春日井事業所
エコカー導入台数 16 台、導入割合 8.4 割（２点） 

ISO14001 認証取得（１点） 

トヨタホーム名古屋株式会社 エコカー導入台数 40 台、導入割合 9.7 割（３点） 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング

名古屋株式会社 名古屋支店

エコカー導入台数 15 台、導入割合 6.8 割（２点） 

公共交通機関の駅から 0.5km、利用者割合 10割 

（１点） 

株式会社武藤商会 エコカー導入台数 12 台、導入割合 9.2 割（３点） 

○平成２２年度認定 １１事業所 

事業所名 取組内容 

岡谷鋼機株式会社 名古屋本店 エコカー導入台数 37 台、導入率 9.4 割（３点） 

岡谷鋼機株式会社 刈谷支店 エコカー導入台数 21 台、導入率 9.5 割（３点） 

岡谷鋼機株式会社 豊田支店 エコカー導入台数 27 台、導入率 9割（３点） 

カリツー株式会社 岡崎東営業所 

エコカー導入台数 9台、導入率 6割（１点） 

エコドライブシステムの導入率 8.6 割（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

カリツー株式会社 東刈谷営業所 

エコカー導入台数 51 台、導入率 4.8 割（１点） 

エコドライブシステムの導入率 8.9 割（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

栗田工業株式会社 名古屋支店 
エコカー導入台数 39 台、導入率 10割（３点） 

エコドライブシステムの導入率 10割（１点） 

生活協同組合コープあいち 港センター 
エコカー導入台数 16 台、導入率 8.4 割（２点） 

ISO14001 認証取得（１点） 

生活協同組合コープあいち 岩倉西センター 
エコカー導入台数 12 台、導入率 7.5 割（２点） 

ISO14001 認証取得（１点） 



事業所名 取組内容 

株式会社ナゴヤキャッスル 

エコカー導入台数 19 台、導入率 5.4 割（１点） 

公共交通機関の利用者割合 9.6 割（１点） 

（最寄り駅からの距離 0.9ｋｍ） 

充電設備の対外的な開放 1 基（１点） 

日東工業株式会社 本社・名古屋工場 
エコカー導入台数 34 台、導入率 8.7 割（２点） 

ISO14001 認証取得（１点） 

株式会社フジキカイ エコカー導入台数 33 台、導入率 9.1 割（３点） 

○平成２１年度認定 １３事業所 

事業所名 取組内容 

株式会社日本駐車場サービス 名古屋営業所 充電設備の対外的な開放（３基以上、３点） 

株式会社エステム 本社 
エコカー導入率 ９．１割（１０台以上、３点） 

ＩＳＯ１４００１認証取得（１点） 

株式会社ローソン 中部ローソン支社 
エコカー導入率 １０割（１０台以上、３点） 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

名鉄協商株式会社 本社 
エコカー導入率 ８．７割（１０台以上、２点） 

公共交通機関の利用（１ｋｍ以内１０割、１点） 

名鉄協商株式会社 駐車場センター 

エコカー導入率 ８．４割（１０台以上、２点） 

公共交通機関の利用（２ｋｍ以内１０割、１点） 

充電設備の対外的な開放（３基以上、３点） 

名古屋勤労市民生活協同組合 名東センター エコカー導入率 ９．０割（１０台以上、３点） 

株式会社パスコ・エクスプレス 犬山営業所 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

パンの共同配送（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

株式会社パスコ・エクスプレス 刈谷営業所 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

パンの共同配送（１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

カリツー株式会社 岡崎営業所 

エコカー導入率 ８．５割（１０台以上、２点） 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

カリツー株式会社 田原物流センター 

エコカー導入率 ７．４割（１０台以上、２点） 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

グリーン経営の認証（１点） 



事業所名 取組内容 

カリツー株式会社 安城南営業所 

エコカー導入率 ７．４割（１０台以上、２点） 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

グリーン経営の認証（１点） 

希望運輸株式会社 
エコカー導入率 ７．０割（１０台以上、２点） 

エコドライブ研修（１点） 

有限会社芳賀自動車 

エコカー導入率 ５．０割（１０台以上、１点） 

エコドライブシステム導入（５割以上、１点） 

ＩＳＯ１４００１認証取得（１点） 

○平成２０年度認定 １２事業所 

事業所名 取組内容 

ハートランス株式会社 名古屋営業所 

エコカーの導入 ４．１割 

エコドライブシステムの導入 

グリーン経営の認証（交通エコモビリティ財団） 

名鉄バス株式会社 津島営業所 
パークアンドライド駐車場３０台提供 

サイクルアンドライド駐車場３０台提供 

名鉄バス中部株式会社 名古屋営業所 サイクルアンドライド駐車場３０台提供 

株式会社東液供給センター 八開事業所 エコカーの導入 １０割（１０台以上） 

株式会社東液供給センター 岡崎事業所 エコカーの導入 ９．３割（１０台以上） 

株式会社東液供給センター 三好事業所 エコカーの導入 １０割（１０台以上） 

株式会社東液供給センター 小牧事業所 エコカーの導入 ９．２割（１０台以上） 

株式会社フューチャーイン 本社 
エコカーの導入 ９．１割（１０台以上） 

ＩＳＯ１４００１認証取得 

花王カスタマーマーケティング株式会社 

中部リージョン 名古屋支店 
エコカーの導入 １０割（１０台以上） 

花王カスタマーマーケティング株式会社 

中部リージョン 名古屋支店 名古屋北営業所 
エコカーの導入 １０割（１０台以上） 

花王カスタマーマーケティング株式会社 

中部リージョン 名古屋支店 岡崎営業所 
エコカーの導入 １０割（１０台以上） 

花王カスタマーマーケティング株式会社 

中部リージョン 
エコカーの導入 １０割（１０台以上） 



○平成１９年度認定 １０事業所 

事業所名 取組内容 

中日電機工業(株) エコカーの導入 １０．０割（１０台以上） 

リコー中部(株) 
エコカーの導入 ６．７割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

ユニー(株) アピタ向山店 パークアンドライド駐車場 １１台提供 

シーキューブ(株) 
エコカーの導入 ８．０割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

中部国際空港(株) 
エコカーの導入 ８．４割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

富士ゼロックス愛知(株) 
エコカーの導入 ８．０割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

中央電気工事(株) 
エコカーの導入 ６．９割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

(株)松坂屋 エコカーの導入 ９．６割（１０台以上） 

(株)マツダレンタカー 愛知ブロック エコカーの導入 ９．２割（１０台以上） 

オリックス自動車(株) 名古屋支店 エコカーの導入 ９．５割（１０台以上） 

○平成１８年度認定 １５事業所 

事業所名 取組内容 

トヨタ自動車（株） 
エコカー導入率 ７．２割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）豊田自動織機 刈谷工場 
エコカー導入率 ７．９割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）豊田自動織機 高浜工場 
エコカー導入率 ６．８割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）豊田自動織機 長草工場 
エコカー導入率 ７．４割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）豊田自動織機 共和工場 
エコカー導入率 ８．０割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）豊田自動織機 大府工場 
エコカー導入率 ８．１割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）デンソー 本社 
エコカー導入率 ７．８割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）デンソー 西尾製作所 
エコカー導入率 ６．４割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 



事業所名 取組内容 

（株）デンソー 安城製作所 
エコカー導入率 ６．７割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）デンソー 幸田製作所 
エコカー導入率 ７．１割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）デンソー 阿久比製作所 
エコカー導入率 ６．８割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

（株）デンソー 豊橋製作所 
エコカー導入率 ６．６割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

アイシン精機（株） 本社 
エコカー導入率 ７．８割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

アイシン精機（株） 西尾工場 
エコカー導入率 ７．６割（１０台以上） 

ＩＳＯ14001 認証取得 

ＮＥＣフィールディング（株） 

中部支社名古屋支店 
エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

○平成１７年度認定 １４事業所 

事業所名 取組内容 

（株）東液供給センター 名港基地 エコカー導入率 ９．７割（１０台以上） 

三井住友海上火災保険（株） 名古屋企業本部 エコカー導入率 ９．１割（１０台以上） 

三井住友海上火災保険（株） 愛知東支店 エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

三井住友海上火災保険（株） 刈谷支社 エコカー導入率 ９．２割（１０台以上） 

三井住友海上火災保険（株） 豊田支社 エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

ユニー（株） ユニー乙川店 パーク＆ライド駐車場１８台提供 

ユニー（株） アピタ阿久比店 パーク＆ライド駐車場２０台提供 

日本通運（株） 豊田支店 

エコカー導入率 ５．５割（１０台以上） 

エコドライブシステム導入 

交通エコモ財団グリーン経営認証取得 



事業所名 取組内容 

（株）損害保険ジャパン 中部本部 エコカー導入率 ９．４割（１０台以上） 

（株）損害保険ジャパン 名古屋支店 

熱田総合支社 
エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

（株）損害保険ジャパン 名古屋支店 

大曽根総合支社 
エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

（株）損害保険ジャパン 名古屋支店 

一宮総合支社 
エコカー導入率 ９．３割（１０台以上） 

（株）損害保険ジャパン 名古屋支店 

春日井支社 
エコカー導入率 １０割（１０台以上） 

（株）損害保険ジャパン 愛知東支店 エコカー導入率 ９．７割（１０台以上） 

○平成１６年度認定 １０事業所 

事業所名 取組内容 

ヤマト運輸（株） 港土古宅急便センター 
エコカーの導入 ７．８割（１０台以上） 

エコドライブの実施 

ヤマト運輸（株） 南元塩宅急便センター 
エコカーの導入 ８．８割（１０台以上） 

エコドライブの実施 

（学）藤学園 港北幼稚園 

エコカーの導入 １０割 

公共交通機関の利用促進（職員全員） 

エコドライブの実施 

東邦ガス（株） 本社 

エコカーの導入 ３．６割 

公共交通機関の利用促進（従業員の約９割） 

エコドライブの実施 

旭運輸（株） 
エコカーの導入 ７．６割（１０台以上） 

天然ガス車を使った環境教育を実施 

（株）ヨシヅヤ 甚目寺店 パークアンドライド駐車場６０台提供 

イオンモール（株） 

イオン東浦ショッピングセンター 
パークアンドライド駐車場３０台提供 

一宮生活協同組合 稲沢センター エコカーの導入 ９．５割（１０台以上） 

日本通運（株） 春日井支店 

エコカーの導入 ５．７割（１０台以上） 

エコドライブシステムを導入 

省燃費運転の実体験研修を実施 

日本通運（株） 一宮支店 

エコカーの導入 ３．５割（１０台以上） 

エコドライブシステムを導入 

省燃費運転の実体験研修を実施 


