平成２４年度貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大阪市

事業所名

大阪此花支店

株式会社エヌ・シー物流 北港営業所
鴻池運輸株式会社 大阪北港食品流通センター
ヤマト運輸株式会社 住吉支店
有限会社高原運送店 本社営業所
株式会社近貨 中央総合配送センター
株式会社合通

関西ベイエリア支店

（大阪府）
H24.12.25
電話番号

住所

ヤマト運輸株式会社 あびこ筋センター
株式会社恵和テック 本社営業所
吉川輸送株式会社 港営業所
株式会社寿運送店 本社営業所
株式会社植田組運送店 本社営業所
有限会社フタバ運送店 本社営業所
水原運送株式会社 本社営業所
三興運送株式会社 本社営業所
キャリーネット株式会社 大阪営業所
株式会社アルファ物流 大阪営業所
大東陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪港支店
有限会社領家運送店 本社営業所
株式会社香南運輸 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 大阪営業所
株式会社つばめ急便 港営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 大阪支店
中四国ロジスティクス株式会社 阪神センター営業所
菱倉運輸株式会社 大阪支店
関西油送株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 新大阪営業所
成山運輸株式会社 大阪営業所
富士興業株式会社 安治川営業所
秀和運輸株式会社 関西営業所
加藤運輸株式会社 本社営業所
大阪内外液輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社

安全性優良事業所

大阪府大阪市阿倍野区昭和町４丁目１番地１，３６
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１４－１９
大阪府大阪市港区海岸通３丁目４番７７号
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区港晴２－１４－１９
大阪府大阪市港区港晴５－１－１
大阪府大阪市港区港晴５－２－２４
大阪府大阪市港区市岡４－６－６９
大阪府大阪市港区南市岡３丁目１番２７号
大阪府大阪市港区波除１－４－７７
大阪府大阪市港区波除６丁目２番２２号
大阪府大阪市港区波除６丁目３番２７号
大阪府大阪市港区福崎１－３－３０
大阪府大阪市港区福崎１－３－５７
大阪府大阪市港区弁天４－１５－１４
大阪府大阪市此花区桜島３－４－７６
大阪府大阪市此花区桜島３丁目８番２４号
大阪府大阪市此花区島屋３丁目１０番４１号
大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８
大阪府大阪市此花区島屋５丁目１－１０９
大阪府大阪市此花区島屋６丁目１番１３０号
大阪府大阪市此花区酉島５丁目１１番１１７号
大阪府大阪市此花区梅町２丁目１番５６号
大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番３号
大阪府大阪市此花区北港１丁目８０（仮換地２ブロック
３符合地）
大阪府大阪市此花区北港２丁目３番１号
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－１９，１－２０
大阪府大阪市住吉区南住吉１－１５－１８
大阪府大阪市住吉区南住吉３－１－２０
大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目１番１１号
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目１－１８
大阪４階

ロジポート

06-6733-4196
06-6719-0266
06-6572-2861
06-6574-2763
06-6574-2764
06-6574-2763
06-6573-1501
06-6576-7111
06-6571-3165
06-6574-1917
06-6582-1618
06-6586-5445
06-6582-7031
06-6584-6358
06-6571-8171
06-6573-4151
06-6577-6066
06-6468-4111
06-6469-8181
06-6468-2251
06-6466-2477
06-6467-0039
06-6468-3080
06-6460-4455
06-6460-5215
06-6468-4501
06-6468-3266
06-6467-5440
06-6467-1800
06-4700-3270
06-6692-2144
06-6682-7714
06-6115-3952

岡山水急大阪株式会社 本社営業所
セイコー運輸株式会社 本社営業所
都運輸株式会社 本社
大阪尼高運輸株式会社 南港営業所
日本通運株式会社 大阪コンテナ輸送課
株式会社アルファライン 南港営業所
株式会社エスラインギフ 大阪南営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 南港支店
四国名鉄運輸株式会社 南大阪支店
株式会社バンテックウエスト 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 住之江支店
新潟運輸株式会社 大阪南港支店
日本通運株式会社 南港航空貨物センター
株式会社大運 国内部
株式会社ＮＢＳロジソル 大阪営業所
産興運輸株式会社 大阪営業所
三浦運送株式会社 大阪営業所
鴻池運輸株式会社 港陸運営業所
株式会社神陸コンテナ輸送 大阪営業所

大阪府大阪市住之江区新北島１丁目４－３７
大阪府大阪市住之江区泉１－３－１８
大阪府大阪市住之江区泉二丁目１番７７号
大阪府大阪市住之江区南港中６－４－５８
大阪府大阪市住之江区南港中８丁目９番４５号
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目２－７
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－１６
大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－９９
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１番１１５号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６番９号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９－２６
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９番３４号
大阪府大阪市住之江区南港東７－２－１７
大阪府大阪市住之江区南港東７－４－６ 他７筆
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号

06-4702-1177
06-6682-1359
06-6681-3328
06-6614-1000
06-6612-1421
06-6569-2500
06-6612-4101
06-6614-2109
06-6612-2051
06-6614-7192
06-6569-6712
06-6615-1500
06-6613-6652
06-6613-3911
06-6613-4078
06-6616-4108
06-6612-2710
06-6612-1980
06-6569-1102

阪神コンテナ輸送株式会社

大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号
南港海コンモータープール事務センター内）

06-6613-2883

大阪営業所

東和海陸運輸株式会社 本社営業所
株式会社サンライナー 南港営業所
丸一運輸株式会社 南港営業所

大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番地４８
大阪府大阪市住之江区南港東８－１－８
大阪府大阪市住之江区南港東九丁目４番３６号
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（大阪

06-6613-7447
06-6569-6700
06-6613-2575

事業所名

市区郡名

住所

フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 南港営業所
神山運輸株式会社 大阪南港営業所
株式会社ゼロ 大阪カスタマーサービスセンター
株式会社マルビシ興運 大阪営業所
大阪牧迫運輸株式会社 本社営業所
南港重量運輸株式会社 本社営業所
木津運送株式会社 本社
日正運輸株式会社 大阪営業所
マルイ運輸株式会社 関西支店
ヤマト運輸株式会社

北畠支店

株式会社山中運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 城東支店
ヤマト運輸株式会社 城東中浜支店
衣笠運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 生野支店
関西陸運株式会社 大阪支店
京町堀運輸倉庫株式会社 本社
木村運輸株式会社 本社営業所
九條運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪九条南センター
東京運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪堀江支店
和光運輸株式会社 本社
大正運輸興業株式会社 本社
今宮倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 玉出支店
株式会社ヒガシトゥエンティワン 阪神ロジネットコン
トロールセンター
宮崎運輸株式会社 大阪
西鉄運輸株式会社 関西支店
古河運輸株式会社 本社営業所
近畿液体輸送株式会社 本社
九州西濃運輸株式会社 淀川支店
立正運送株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 西淀川センター
大和物流株式会社 関西配送センター
株式会社ＯｒｉｅｎｔＣａｒｇｏＥｘｐｒｅｓｓ 大阪
営業所
ヤマト運輸株式会社
丸全昭和運輸株式会社

西淀川支店
特殊輸送関西物流センター

備後通運株式会社 大阪支店
新垣運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西淀川中島センター
都南運送株式会社 本社
筑前運輸株式会社 本店
鴻池運輸株式会社 陸運大阪営業所
中村運送株式会社 本社営業所
東海運輸株式会社 本社営業所
東亜貨物株式会社 大阪
ヤマト運輸株式会社 大正支店
丸金運送株式会社 本社営業所
大陽運輸株式会社 本社営業所
株式会社新栄工運 本社営業所
北星運輸株式会社 大阪営業所
中央運輸興業株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 大手通３丁目センター
ヤマト運輸株式会社 谷町支店
ヤマト運輸株式会社 大阪中央支店
岡本運輸倉庫株式会社 本社営業所
クレベ運送株式会社 大阪営業所
クレベ運送株式会社 本社営業所

電話番号

大阪府大阪市住之江区南港南２－４－４３
大阪府大阪市住之江区南港南３丁目１２－５
大阪府大阪市住之江区南港南４－２－１６７
大阪府大阪市住之江区南港南５－１－３２
大阪府大阪市住之江区平林南１－３－５４
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番２２号
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３９号
大阪府大阪市住之江区平林南２－１１－８８
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番１３８号
大阪府大阪市住之江区緑木２丁目２７番地１，３０番地
１，３
大阪府大阪市城東区永田２－８－２
大阪府大阪市城東区古市１－１－１，３８
大阪府大阪市城東区東中浜７－４９－４
大阪府大阪市城東区野江２－７－１０
大阪府大阪市生野区巽中４－２８５－３
大阪府大阪市西区安治川１丁目１－８
大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２３
大阪府大阪市西区境川２－２－３２
大阪府大阪市西区九条南２－２０－１２
大阪府大阪市西区九条南３丁目２７番１７号
大阪府大阪市西区九条南４丁目２１番９号
大阪府大阪市西区川口２丁目３０－１，２
大阪府大阪市西区南堀江４－２３－５
大阪府大阪市西区南堀江４丁目２８－９
大阪府大阪市西成区中開１丁目３番３１号
大阪府大阪市西成区南津守７－５６－４

06-6569-1111
06-6612-1400
06-6616-6233
06-6613-1251
06-6681-3330
06-6681-7800
06-4702-1100
06-4702-5201
06-6683-0130

大阪府大阪市西淀川区西島１－１－２

06-6478-6031

大阪府大阪市西淀川区千舟２丁目３番３４号
大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目３番２４号
大阪府大阪市西淀川区大野３丁目７番１６８号
大阪府大阪市西淀川区大和田２－３－１８
大阪府大阪市西淀川区竹島２－１－３１
大阪府大阪市西淀川区竹島２丁目２番１９号
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－４１
大阪府大阪市西淀川区中島二丁目９番地５８号

06-6474-7741
06-6471-6671
06-6472-6171
06-6475-0206
06-6471-4315
06-6478-1700
06-6476-6009
06-6476-4100

大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８

06-6478-2355

大阪府大阪市西淀川区佃３丁目１５５－２２，２３，４
２
大阪府大阪市西淀川区佃６５番１，６８番，６９番，７
０番，７１番，７２番
大阪府大阪市西淀川区佃６丁目１１番１３号
大阪府大阪市西淀川区姫島３丁目４－３４－１０４
大阪府大阪市西淀川区百島１丁目３－９３
大阪府大阪市大正区三軒家西２丁目６番４号
大阪府大阪市大正区三軒家東４－１２－９
大阪府大阪市大正区小林西１丁目１３番１号
大阪府大阪市大正区千島３丁目１０番９号
大阪府大阪市大正区泉尾７丁目２番３１号
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番１の９
大阪府大阪市大正区鶴町５－５－８，９
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目１１番４１号
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目１番６号
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目２番２０号
大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３－２
大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３番２号
大阪府大阪市中央区大手通３－９
大阪府大阪市中央区農人橋２－２－１７
大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－４５，４７
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目２番４３号
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２－２７
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番２４号

2／9 ページ

06-6682-2137
06-6961-9121
06-6936-2102
06-4258-3326
06-6939-1521
06-6753-6751
06-6581-2656
06-6441-7937
06-6584-2501
06-6582-2410
06-6585-3715
06-6582-5252
06-6584-0793
06-6532-2112
06-6541-9761
06-6648-0138
06-6733-4196

06-6471-9827
06-6478-1455
06-6473-3313
090-3165-8810
06-6476-5705
06-6962-7325
06-6551-3030
06-6556-3321
06-6552-6651
06-6552-1701
06-6552-3131
06-6552-1740
06-6552-6431
06-6552-6351
06-6686-1381
06-6555-7609
06-6551-7552
06-6945-1324
06-4790-2866
06-6261-9005
06-6912-2138
06-6968-1651
06-6968-1651

市区郡名

池田市

和泉市

泉佐野市

事業所名

住所

電話番号

株式会社ショーナン・ロジテック 本社営業所
関西トナミ運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大阪鶴見店
都島富太運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 住吉長居支店
ヤマト運輸株式会社 東住吉支店
佐川急便株式会社 深江店
ヤマト運輸株式会社 東成支店
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社
丸作運輸倉庫株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東成中本支店
立山運送株式会社 本社
株式会社エスポワールタカノ 豊里営業所
日本通運株式会社 福島航空貨物センター
レンゴーロジスティクス株式会社 大阪営業所
浪速通運株式会社 本社営業所
ダイシン物流株式会社 本社営業所
浅野運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 平野加美支店
ヤマト運輸株式会社 平野長原支店
ヤマト運輸株式会社 平野支店
株式会社東陽運輸 本社営業所
西濃運輸株式会社 平野営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪天神橋支店
ヤマト運輸株式会社 大阪北支店
株式会社サンリツ 大阪事業所
日本郵便輸送株式会社 中津営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪大淀支店
ヤマト運輸株式会社 福島海老江センター
中野運送株式会社 本社営業所
株式会社合通 航空支店
天神運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪茶屋町センター
国際空輸株式会社 大阪中央営業所
ヤマト運輸株式会社 淀川支店

大阪府大阪市鶴見区焼野３－２－３６
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２番１１号
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目３番３８号
大阪府大阪市都島区御幸町２－６－２３
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田２－２７－１
大阪府大阪市東住吉区鷹合１－４－９
大阪府大阪市東成区深江北２－７－３
大阪府大阪市東成区深江北３－７－６
大阪府大阪市東成区深江北３－８－２３ 綜警大阪ビル
大阪府大阪市東成区深江北３－９－３０
大阪府大阪市東成区東中本３丁目２２－２
大阪府大阪市東淀川区大桐２丁目１３番３１号
大阪府大阪市東淀川区豊里７－２７－１１
大阪府大阪市福島区海老江１－１３－２１
大阪府大阪市福島区大開４－１－１８６
大阪府大阪市福島区大開４丁目３番４５号
大阪府大阪市福島区福島８丁目１９－９
大阪府大阪市平野区瓜破南１丁目４番７０号
大阪府大阪市平野区加美東３丁目１番３
大阪府大阪市平野区長吉川辺３－６－４
大阪府大阪市平野区背戸口２丁目２番４，７
大阪府大阪市平野区平野東４－５－１９
大阪府大阪市平野区平野馬場２－３－３６
大阪府大阪市北区錦町１－２
大阪府大阪市北区大深町１－２６
大阪府大阪市北区大深町２
大阪府大阪市北区大淀中５－１２－１
大阪府大阪市北区大淀北１－６－５
大阪府大阪市北区大淀北１－７－１
大阪府大阪市北区中崎西３－１－３
大阪府大阪市北区中津６丁目１２番１８号
大阪府大阪市北区天神西町６－８
大阪府大阪市北区豊崎１丁目３－１７
大阪府大阪市淀川区十八条３－１５－３
大阪府大阪市淀川区西三国１－２０－３４

06-6911-5000
06-6915-2817
06-6915-8001
06-6923-0181
06-6694-2023
06-6607-7106
06-6974-1888
06-6976-3602
06-6976-1100
06-4259-8820
06-6975-5170
06-6328-1509
06-6327-1166
06-6458-8991
06-6463-7075
06-6461-7625
06-6453-0011
06-6700-6611
06-6792-8173
06-6790-5110
06-6703-5933
06-6792-1080
06-6702-1048
06-6136-1510
06-4802-9064
06-6371-1051
06-6458-7955
06-6451-8258
06-6452-5926
06-6371-5522
06-6453-7651
06-6362-9316
06-6292-2550
06-6391-3560
06-4807-7352

株式会社ジェイアール西日本マルニックス
所

大阪府大阪市淀川区木川東４丁目１４番２０号
ＫＳビル

06-6100-3487

新大阪営業

ヤマト運輸株式会社 淀川新高センター
ヤマト運輸株式会社 日本橋東センター
親和サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 久保吉センター
ヤマト運輸株式会社 難波支店
浪速運送株式会社 汐見橋営業所
株式会社三晃自動車運輸商会 三晃本社営業所
有限会社金山建商 本社営業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 大阪営業所
大阪航空燃料輸送株式会社 大阪営業所
株式会社那須商会 大阪営業所
豊興サービス株式会社 和泉テクノ営業所
ヤマト運輸株式会社 和泉支店
和泉運輸株式会社 本社営業所
有限会社新生物流サービス 本社営業所
新星運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 関西空港支店
日本空輸株式会社 りんくう流通センター
ヤマト運輸株式会社 泉佐野支店
紀泉運送株式会社 本社営業所
豊隆運輸有限会社 本社営業所
株式会社清丸運輸 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 関西空港営業
所
関空運輸株式会社 りんくう営業所

新大阪

大阪府大阪市淀川区野中北１－１９－９
大阪府大阪市浪速区下寺３－１０－９，１０
大阪府大阪市浪速区下寺３－２－３－２０３
大阪府大阪市浪速区久保吉１－１２４２－２６
大阪府大阪市浪速区桜川３－８－３４
大阪府大阪市浪速区桜川３－８－４７
大阪府大阪市浪速区木津川２丁目５番１２号
大阪府池田市宇保町１３－７
大阪府池田市空港１－１３－１
大阪府池田市豊島南２丁目２２２番１号
大阪府池田市満寿美町１番７号
大阪府和泉市テクノステージ１丁目３番２３号
大阪府和泉市一条院町１２８－１
大阪府和泉市王子町一丁目４番３９号
大阪府和泉市三林町１０６１－１
大阪府和泉市池上町４丁目１３－５２
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１０
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－６
大阪府泉佐野市市場西１－３７３－１，３７５－１
大阪府泉佐野市住吉町５－７
大阪府泉佐野市住吉町５の３
大阪府泉佐野市上之郷３１７９－１

06-6150-1170
06-4397-8555
06-6641-5333
06-4392-5023
06-6561-7162
06-6562-0466
06-4392-3955
072-752-5344
06-6841-5159
072-762-1925
072-750-6001
0725-53-4147
0725-41-9864
0725-41-0296
0725-55-7911
0725-43-4747
072-460-2955
0724-58-2381
072-461-1582
072-462-1541
072-487-6500
072-467-4877

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地

072-455-4848

大阪府泉佐野市中庄１０２－１

072-469-3030
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事業所名

市区郡名

住所

平野カーゴ株式会社 大阪営業所
株式会社三大陸運 南大阪営業所
泉大津市 西武運輸株式会社 泉大津営業所
大津急送株式会社 本社
間口陸運株式会社 泉大津営業所
株式会社イズミ 本社営業所
株式会社合通 堺泉北支店
光急便有限会社 本社営業所
向洋運輸株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 泉大津支店
東鉄運輸株式会社 本社営業所
日物陸運関西株式会社 泉大津営業所
大阪狭山市 株式会社カシックス 南大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪狭山支店
茨木市
ヤマト運輸株式会社 茨木横江センター
株式会社アルファライン 本社営業所
三之丸通商株式会社 大阪
岡山県貨物運送株式会社 北大阪支店
名鉄運輸株式会社 北大阪支店
日ノ丸西濃運輸株式会社 北大阪営業所

072-466-7455
072-458-1109
0725-23-8011
072-521-1234
0725-20-5011
0725-32-9023
0725-22-6866
0725-32-8695
072-521-2117
0725-32-6361
0725-22-1631
0725-31-0500
072-366-3613
072-368-3703
080-6604-9952
072-637-2234
072-637-1060
072-632-8255
072-632-8150
072-632-8187

株式会社ハップ 大阪営業所
西日本日立物流サービス株式会社 北大阪営業所
株式会社キノシタ 本社
有限会社あい運送 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 大阪支店
株式会社エヌティロジスティクス 北大阪営業所
株式会社スマイルライン

大阪府茨木市上郡１－５－１７

072-641-6631

大阪府茨木市上郡１－５－１７

072-643-1925

日本通運株式会社 茨木支店
ホンダ運送株式会社 大阪事業所
ヤマト運輸株式会社 茨木新庄センター

大阪府茨木市上郡１－５－１７
大阪府茨木市上穂東町３番１９号
大阪府茨木市新庄町３番２７号

072-643-6029
072-626-1237
080-6604-9948

ヤマト運輸株式会社

西濃運輸株式会社

北大阪支店

ヤマト運輸株式会社

茨木宮島センター

日通大阪物流株式会社

貝塚市

交野市
門真市

大阪営業所
茨木事業所

茨木南支店

06-4802-3016
080-5045-1366
072-638-1128
072-625-0553
072-641-8401
072-628-2320
072-641-7100
072-657-8491

大阪府茨木市新堂２丁目４８０－１，４８１－１

080-5045-1320

協陽高速運輸株式会社 茨木営業所
岡山通運株式会社 大阪営業所

大阪府茨木市真砂３丁目１７番８号
大阪府茨木市島１丁目２２番２７号

072-633-8033
072-634-1845

片岡運輸株式会社

大阪府茨木市東宇野辺町３－９

072-622-6771

大阪府茨木市南目垣１丁目５番１６号
大阪府茨木市野々宮２丁目８番２９号
大阪府貝塚市港１７－８
大阪府貝塚市港７番地
大阪府貝塚市森４３０番地
大阪府貝塚市鳥羽字茶円畑ヶ７９－１，新四郎畑ヶ８０
－１，８２－１，大畑ヶ８３－１
大阪府貝塚市二色北町１－１７
大阪府柏原市円明町４９５８，４９５９－１，４９６０
大阪府柏原市国分東条町４３１３
大阪府交野市森南一丁目１番２号
大阪府交野市星田北５丁目４５７１－１
大阪府門真市薭島１８５番地
大阪府門真市薭島１８５番地
大阪府門真市桑才８５－１
大阪府門真市桑才新町２２番１号
大阪府門真市桑才新町２番１３号
大阪府門真市三ツ島２１２０番地
大阪府門真市三ツ島９４８番２
大阪府門真市四宮２丁目２番２４号
大阪府門真市常盤町３－３
大阪府門真市大字三ツ島２２７７番地

072-657-2001
072-635-8500
072-431-1721
072-432-3500
072-446-3333

北摂事業本部

株式会社吉富運輸 大阪営業所
株式会社浪花商事 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社
岡田運送株式会社 本社営業所
博新運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社

柏原市

電話番号

大阪府泉佐野市長滝３３０８－１
大阪府泉佐野市鶴原１８４０－１
大阪府泉大津市汐見町１０４
大阪府泉大津市汐見町１０４
大阪府泉大津市汐見町１０７－２
大阪府泉大津市汐見町２１－６０
大阪府泉大津市新港町１番 及び １０番地
大阪府泉大津市森町２丁目１０番２３号
大阪府泉大津市臨海町１－１５－２
大阪府泉大津市臨海町１－３１
大阪府泉大津市臨海町１丁目１５番地の１
大阪府泉大津市臨海町３丁目２番２号
大阪府大阪狭山市東野西３丁目７４６
大阪府大阪狭山市東野中４－６１９－１
大阪府茨木市横江１丁目１５番１１号
大阪府茨木市横江１丁目２１番１号
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１ 北大阪トラックターミナ
ル内
大阪府茨木市宮島２丁目５－１ 北大阪トラックターミ
ナル１１号
大阪府茨木市宮島２丁目６番１号
大阪府茨木市三咲町６２１－３
大阪府茨木市耳原１丁目１番１０号
大阪府茨木市舟木町２１番２６号２０５
大阪府茨木市宿久庄２丁目１０番２号
大阪府茨木市小柳町１４－１０

貝塚支店

貝塚支店

日軽物流株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 柏原支店
株式会社サンロジスティックス 阪南営業所
有限会社ＳＭＴ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 交野支店
株式会社ネットワーク 本社営業所
株式会社エコトラック 本社営業所
大和物流株式会社 門真支店
川相運輸株式会社 本社営業所
東來運輸株式会社 本社営業所
松潮物流株式会社 本社
大阪第一作業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川木田センター
株式会社ジー・ジェイエクスプレス 大阪営業所
株式会社マルニカ 本社営業所
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072-426-2109
072-430-5106
072-978-0834
072-975-1251
072-810-7516
080-5045-1048
072-885-5980
072-885-3433
072-842-5011
06-6909-4405
06-6906-7785
072-886-1185
072-886-1223
080-5045-1287
072-885-5353
072-887-6961

事業所名

市区郡名

株式会社小泉運送 大阪営業所
近畿いづみ運輸株式会社 門真営業所
松昇株式会社 本社営業所
大日倉庫株式会社 大阪共同配送センター
西日本日立物流サービス株式会社 門真営業所
名鉄運輸株式会社 門真支店
河合運輸株式会社 本社
協和運送株式会社 本社営業所
河内長野市 河内長野貨物運送株式会社 本社営業所
長福運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 河内長野支店
有限会社イズミサービス 本社営業所
岸和田市 ヤマト運輸株式会社 和泉光明支店
株式会社山直運送 本社営業所
株式会社トラスト 本社営業所
有限会社大和商運 岸和田営業所
株式会社一杉運輸 本社営業所
日本通運株式会社 泉州営業支店
一心港運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社

堺市

岸和田支店

株式会社ケーシーエス 本社営業所
株式会社トラヴァンス 本社営業所
物流ネットワーク関西株式会社 岸和田営業所
大田貨物運送株式会社 本社
株式会社ロジメディカル 大阪営業所
株式会社サカイ引越センター 堺支社
ヤマト運輸株式会社 堺支店
酸和運送株式会社 大阪営業所
株式会社井村運送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 大阪支社
株式会社寿運送 堺営業所
竹田運送株式会社 本社営業所
株式会社ハードゥン 大阪営業所
株式会社さくらコーポレーション 堺支店
大阪サンエー物流株式会社 堺営業所
立正運送株式会社 堺営業所
小林運輸株式会社 本社
大浪陸運株式会社 大阪事業所
花王ロジスティクス株式会社 堺営業所
株式会社エイコー商事 堺営業所
エフワン流通株式会社 堺営業所
堀田運送株式会社 大阪営業所
近畿石油輸送株式会社 大阪支店
日通大阪物流株式会社 堺鉄鋼事業所
中日本マルエス株式会社 堺営業所
株式会社エル・エヌ・ジー輸送 泉北営業所
株式会社堺相互 本社営業所
西武運輸株式会社 堺営業所
ヤマト運輸株式会社 堺西支店
株式会社アストライン 堺営業所
株式会社セントウェス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺中支店
株式会社北野運輸倉庫 本社営業所
近畿電電輸送株式会社 堺輸送センタ
ヤマト運輸株式会社 堺東支店
和光運輸株式会社 堺営業所
株式会社泉州物流サービス 本社営業所
大阪トランスポート株式会社 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 堺共配センター
上神谷運送株式会社 本社営業所
泉北陸運株式会社 本社営業所

住所

電話番号

大阪府門真市大字三ツ島９７２
大阪府門真市鳥頭４－２３－２１
大阪府門真市島頭３丁目１１番１５号
大阪府門真市島頭４丁目１番３１号
大阪府門真市東田町５－１５
大阪府門真市北岸和田２丁目１０－２０
大阪府門真市北岸和田３丁目１３－２２
大阪府門真市柳田町１４番１８号
大阪府河内長野市原町３丁目１６番６号
大阪府河内長野市寿町６－３２
大阪府河内長野市昭栄町９２２，９２３
大阪府河内長野市野作町１４－２１ ２Ｆ
大阪府岸和田市稲葉町２７７－３，２７９－１，３
大阪府岸和田市山直中町１００８－１
大阪府岸和田市新港町１４番地４
大阪府岸和田市新港町１９－６
大阪府岸和田市新港町３－１
大阪府岸和田市地蔵浜町７－６
大阪府岸和田市地蔵浜町７番４号

072-887-4501
072-881-2088
072-884-0829
072-882-7575
06-6909-6614
072-881-3441
072-800-9121
06-6916-6910
0721-52-3330
0721-53-7880
0721-55-0446
0721-50-0800
072-479-1493
072-445-1046
072-439-4600
072-430-3412
0724-39-4118
072-439-5447
072-422-4623

大阪府岸和田市中井町字牛神２６４－１
整理事業２２街区１画地

072-443-3929

八木土地区画

大阪府岸和田市尾生町１６４９番地の１
大阪府岸和田市木材町１５－３
大阪府岸和田市臨海町１８番地
大阪府堺市堺区海山町３丁１４７番地
大阪府堺市堺区海山町５丁１９６
大阪府堺市堺区高砂町３－７８－１
大阪府堺市堺区三宝町６丁３１６－３，５
大阪府堺市堺区出島西町３－９
大阪府堺市堺区神石市之町２２５－１
大阪府堺市堺区石津北町５６
大阪府堺市堺区大浜西町４番地
大阪府堺市堺区楠町２丁２番１号
大阪府堺市堺区北波止町４２－１９
大阪府堺市堺区緑町４丁１５２番地
大阪府堺市西区山田二丁１９０－１８
大阪府堺市西区石津西町９４－１０
大阪府堺市西区築港新町１－５－１１
大阪府堺市西区築港新町１－５－３
大阪府堺市西区築港新町１－５－６
大阪府堺市西区築港新町１丁５番４０
大阪府堺市西区築港新町２－６－７
大阪府堺市西区築港新町３丁１４番１
大阪府堺市西区築港新町３丁１４番地
大阪府堺市西区築港新町３丁３０
大阪府堺市西区築港浜寺西町８－２３
大阪府堺市西区築港浜寺町４番地
大阪府堺市西区菱木１丁２３１４番地２
大阪府堺市西区浜寺船尾町東１－１１４
大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－９５－１，４，５
大阪府堺市西区浜寺船尾町東２丁２３５番地
大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８
大阪府堺市中区見野山２１８－２ 他１１筆
大阪府堺市中区深井清水町３７１５
大阪府堺市中区土塔町１０３－１
大阪府堺市中区土塔町１４７－１
大阪府堺市中区土塔町１４８－５
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市東区北野田８３０
大阪府堺市南区原山台５丁１３番２号
大阪府堺市南区畑１８５
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072-443-8723
072-437-7981
072-436-8841
072-238-0061
072-282-6735
072-244-5210
072-227-8285
072-280-0890
072-262-3963
072-244-1140
072-221-7127
072-241-1881
072-221-0215
072-229-3666
072-274-0202
072-244-8903
072-243-6439
072-243-7073
072-243-5077
072-244-6000
072-244-4561
072-280-0801
072-241-4642
072-245-2462
072-268-3372
072-268-0018
072-273-6232
072-262-0600
072-262-6884
072-262-7066
072-266-0088
072-236-4436
072-278-2720
072-239-2577
072-239-2819
072-239-1101
072-230-0227
072-239-7577
072-230-3932
072-298-1000
072-297-1202

事業所名

市区郡名

四條畷市
吹田市

摂津市

大東市

高石市

電話番号

大阪府堺市南区豊田６２５，６２６
大阪府堺市美原区黒山２５５－３
大阪府堺市美原区黒山３８５－５，３８５－１
大阪府堺市美原区今井１１９－２
大阪府堺市美原区今井３４７－１５
大阪府堺市美原区小平尾７３１－１
大阪府堺市美原区太井５４９－３３
大阪府堺市美原区平尾３２１番２
大阪府堺市北区金岡町２０１３－１ 他２筆
大阪府堺市北区金岡町５４４
大阪府堺市北区中村町１９１番地３
大阪府四條畷市蔀屋新町７番１２号
大阪府四條畷市蔀屋新町７番１２号
大阪府吹田市幸町２３番１号
大阪府吹田市広芝町８－１２

072-298-4304
072-362-3905
072-362-3456
072-362-2326
0722-90-7593
072-362-8191
072-369-0010
072-363-5320
072-258-6012
072-251-6800
072-254-3115
072-878-7881
072-878-7881
06-6382-7547
06-6387-5558

大阪府吹田市江の木町３５－１

06-6388-3400

大阪府吹田市山田北２９９０，２９７２－１
大阪府吹田市寿町２－３－５
大阪府吹田市清水１２－４
大阪府吹田市川岸町１４－２，３，４
大阪府吹田市泉町３丁目１９番３６号
大阪府吹田市南金田２－７－１４
大阪府吹田市南吹田１丁目１０－８
大阪府吹田市南吹田４丁目４４０７－３，４
大阪府摂津市安威川南町２－９
大阪府摂津市鳥飼下３－２７－１９
大阪府摂津市鳥飼上２丁目２番１８号
大阪府摂津市鳥飼上４丁目８番２３号

06-6876-8597
06-6319-3195
06-6875-3693
06-6319-6632
06-6310-9616
06-6385-9551
06-6319-5601
06-6338-8564
06-6340-5116
072-679-1181
072-653-0500
072-678-0005

大阪府摂津市鳥飼上５丁目２番５２号

072-654-1234

平和産業株式会社 大阪営業所
株式会社シンワ・アクティブ 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 摂津共配センター
新関西運輸株式会社 摂津営業所
株式会社三紀ライン 本社営業所
梅田運輸倉庫株式会社 鳥飼営業所
見山サービス株式会社 本社
梅田運輸倉庫株式会社 ローリー営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 大阪営業所
旭興産運輸株式会社 北大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 摂津鶴野センター

大阪府摂津市鳥飼西５－４－１５
大阪府摂津市鳥飼中２丁目８－２９
大阪府摂津市鳥飼中３丁目１０８番
大阪府摂津市鳥飼八防１丁目１８番７号
大阪府摂津市鳥飼八防２丁目１１番２７号
大阪府摂津市鳥飼本町２－１０－５７
大阪府摂津市鳥飼本町２－１１－１５
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目７－２１
大阪府摂津市鳥飼野々３－２－１５
大阪府摂津市鶴野３丁目４番８号
大阪府摂津市鶴野三丁目３番２０号

072-653-4422
072-654-0172
072-650-2200
0726-54-0101
06-6380-3888
072-654-7955
072-654-2341
072-654-4983
072-654-1481
072-632-2001
080-6604-5069

オオヨド急運株式会社

大阪府摂津市都市計画事業鳥飼東部土地区画整理地区１
２－３－１

072-654-0766

大阪府摂津市東一津屋１番４５号
大阪府摂津市東別府１－５－３４
大阪府摂津市東別府３－１－７
大阪府摂津市東別府３－６６７－３
大阪府摂津市東別府３丁目１－２２
大阪府泉南市信達市場１５８１－１
大阪府泉南市泉州空港南一番地
大阪府泉南市樽井３－３３－５
大阪府泉南市樽井９－１４－２８
大阪府大東市灰塚４丁目９番２５号
大阪府大東市諸福７－４－４７
大阪府大東市新田境町４番１号
大阪府大東市新田北町４－４７
大阪府大東市南新田１丁目３－１３
大阪府大東市氷野３－１３－１５
大阪府高石市高砂１丁目１１番１号
大阪府高石市高砂２－１
大阪府高石市高砂２丁目１３番地

06-4862-2710
06-6340-5555
06-6349-6201
06-6349-7123
06-6195-7655
072-482-8415
072-456-5781
072-483-6327
072-485-0893
072-871-4497
072-875-2851
072-869-2100
072-872-1563
072-874-0101
072-875-3807
072-268-0455
072-268-0305
072-268-0525

北河内急達運輸株式会社
所

泉南市

住所

ヤマト運輸株式会社 堺南支店
相和運輸倉庫株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 本店営業所
津野山陸運株式会社 本社営業所
盛進通商株式会社 本社営業所
近畿合通株式会社 美原営業所
宮地運送株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 南大阪支店
ヤマト運輸株式会社 堺北支店
大阪ミツウロコ流通株式会社 本社営業所
富士通運輸興業株式会社 本社営業所
都南物流株式会社 本社営業所
豊栄運輸倉庫株式会社 本社営業所
城南産業株式会社 本社営業所
株式会社ナスコ 大阪営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ関西セ
ンター
ヤマト運輸株式会社 吹田北支店
日本通運株式会社 吹田引越センター
土屋自動車運輸株式会社 大阪吹田営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田南支店
ヤマト運輸株式会社 吹田泉町センター
株式会社西岡屋 本社営業所
共同運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田支店
センコー株式会社 大タコンテナセンター
ネクスト株式会社 本社
大阪北運輸株式会社 大阪営業所
株式会社大豊物流システム 本社営業所
新大阪貨物流通センター営業

摂津営業所

名鉄運輸株式会社 大阪引越支店
カトーレック株式会社 摂津営業所
株式会社安治川クレーン 本社営業所
株式会社エスラインギフ 摂津営業所
大阪商運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 泉南支店
航空集配サービス株式会社 大阪支店
有限会社泉州急送 本社営業所
有限会社野中運送 本社営業所
丸政運輸倉庫株式会社 本店営業所
株式会社東海ロジテム 大阪物流センター
丸善運輸倉庫株式会社 本社営業所
藤久運輸倉庫株式会社 大阪営業所
株式会社エトワス 大東営業所
三倉運輸株式会社 大阪営業所
吉川輸送株式会社 堺支店
大阪石油工運株式会社 本社営業所
佐竹運送株式会社 本社営業所
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市区郡名

高槻市

富田林市

豊中市

寝屋川市

事業所名

航空集配サービス株式会社

浪速営業所

ヤマト運輸株式会社 豊中本町センター
株式会社ＡＭＳ 本社営業所
イヌイ運送株式会社 大阪営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 大阪営業所
株式会社アクト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中浜センター
明石運送株式会社 浜営業所
日本通運株式会社 大阪空港貨物センター
日本通運株式会社 豊中営業支店
株式会社ユーパワーロジ 豊中営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中名神口センター
大阪石部運輸倉庫株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 北大阪主管支店
ヤマトマルチチャーター株式会社 大阪支店
株式会社オーエス物流 寝屋川営業所
中鋼運輸株式会社 大阪営業所
株式会社吉川フローズンサプライ

羽曳野市

東大阪市

住所

大阪日陸物流株式会社 本社
東京昭和運輸株式会社 大阪営業所
株式会社ヒューテックノオリン 関西支店
ヤマト運輸株式会社 泉大津支店
中谷運送株式会社 堺営業所
播松運輸株式会社 高石営業所
株式会社合通 高槻倉庫営業所
株式会社大崎 大阪営業所
三興物流株式会社 北大阪センター営業所
株式会社合通 北大阪流通センター
名糖運輸株式会社 関西物流センター
株式会社合通 北大阪支店
西村梱包倉庫株式会社 本社営業所
谷口興業株式会社 本社営業所
関西急送株式会社 大阪支店
ケイヒン陸運株式会社 高槻営業所
協成産業株式会社 本社営業所
山鉄運送株式会社 本社営業所
山本商運株式会社 本社営業所
大阪高速乳配株式会社 本社営業所
株式会社松商重機興業 高槻営業所
安田運輸株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 富田林錦織支店
丸鉄運送株式会社 本社営業所
昭和運送株式会社 本社営業所
株式会社ヨロズ物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富田林支店
小松運輸株式会社 本社営業所

寝屋川営業所

互栄倉庫運輸株式会社 本社
有限会社ドルフィン物流サービス 本社営業所
西尾運送株式会社 本社営業所
ダイシン物流株式会社 寝屋川営業所
株式会社ユタカ 本社営業所
大阪低温物流株式会社 本社営業所
港大宝運輸株式会社 大阪営業所
株式会社ヤマザキ物流 阪南営業所
ヤマト運輸株式会社 羽曳野支店
ヤマト運輸株式会社 東大阪布施支店
九州西濃運輸株式会社 東大阪支店
株式会社和弘運輸 本社
西濃運輸株式会社 河内支店
いちかわ倉庫株式会社 河内営業所

大阪府高石市高砂２丁目９番８号
大阪府高石市高砂３－３０
大阪府高石市高砂３－７－２
大阪府高石市取石６－１３３－１８
大阪府高石市取石６丁目４番３号
大阪府高石市西取石７－７－２３
大阪府高槻市下田部町２丁目７番２号
大阪府高槻市宮田町１－５－１０
大阪府高槻市玉川３－１－５
大阪府高槻市桜町１－５
大阪府高槻市三島江１－２５－１
大阪府高槻市三島江２丁目５番１３号
大阪府高槻市上牧南駅前町９－２
大阪府高槻市西面中１丁目４－２３
大阪府高槻市大字原８９１番地４
大阪府高槻市柱本５丁目１１２番１－２
大阪府高槻市柱本五丁目７番１０号
大阪府高槻市登町５５－１０
大阪府高槻市唐崎南１－３１－１
大阪府高槻市南庄所町２３－１
大阪府高槻市南平台３丁目３１番２８号
大阪府高槻市明田町４－３８
大阪府富田林市錦織東１丁目２０番３号
大阪府富田林市若松町２丁目４－２９
大阪府富田林市昭和町２－１７９３－６
大阪府富田林市中野町２丁目５４０－１
大阪府富田林市中野町西２－７６－１，７５－１
大阪府富田林市南旭ヶ丘町１０番３号
大阪府豊中市蛍池西町３－４００ 大阪国際空港南貨物
地区内
大阪府豊中市勝部３丁目５－３１
大阪府豊中市小曽根５丁目１番１０号
大阪府豊中市庄内宝町３－２－１
大阪府豊中市庄内宝町３丁目１１番地２２号
大阪府豊中市庄本町２丁目９番１０号
大阪府豊中市浜２－５６３－１，５６４－４
大阪府豊中市浜３－２１－３
大阪府豊中市服部西町５－１８－１
大阪府豊中市服部西町５－１８－１
大阪府豊中市名神口１－１０－１
大阪府豊中市利倉３丁目８１番２
大阪府寝屋川市宇谷町３番１５号
大阪府寝屋川市葛原１丁目２４５－６
大阪府寝屋川市高宮栄町５番１号
大阪府寝屋川市黒原橘町２０－１１
大阪府寝屋川市池田３丁目６－２１

電話番号
072-269-3838
072-268-0815
072-268-0528
072-272-5368
072-271-8668
0725-40-0017
0726-71-5772
072-694-5055
072-678-4510
072-681-4897
072-677-8401
072-677-5261
072-669-6481
072-677-1300
072-689-5046
072-677-9111
072-629-8377
072-672-0690
0726-679-2515
072-668-6000
072-690-4311
072-685-8375
0721-20-4085
0721-25-2747
0721-23-3516
0721-24-8927
0721-25-5290
0721-24-8562
06-6398-7851
06-6840-5810
06-6336-8883
06-6331-1254
06-6334-4774
06-6336-6721
06-6334-8183
06-6331-1688
06-4300-4080
06-6862-1421
06-6866-1830
06-6866-5390
072-822-2941
072-801-6120
072-811-3955
072-828-1060
072-826-5186

大阪府寝屋川市点野３丁目７７６－２，７７６－４，７
８１－１他

072-839-5255

大阪府寝屋川市楠根北町２－１０
大阪府寝屋川市楠根北町２番１９－３０５号
大阪府寝屋川市美井元町１５番１０号
大阪府寝屋川市豊里町１７番２４号（２２６－１）
大阪府寝屋川市緑町２３－９
大阪府羽曳野市軽里３丁目２１８番地の１
大阪府羽曳野市古市６丁目９番８号
大阪府羽曳野市広瀬１６１
大阪府羽曳野市島泉８－１４７－１
大阪府東大阪市衣摺２丁目７２－１
大阪府東大阪市稲田新町３－２－６２
大阪府東大阪市横小路町６丁目９８７－１
大阪府東大阪市加納１丁目１番８号
大阪府東大阪市加納１丁目６番１１号

072-824-1555
072-803-5885
072-834-2121
072-829-5522
072-837-7739
072-958-4381
072-950-5510
072-956-9044
072-954-6192
080-5045-1108
06-6745-0511
072-988-6471
072-962-5482
072-962-8201
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事業所名

市区郡名

株式会社大輪物流 本社
阪神山中運送株式会社 本社営業所
土屋自動車運輸株式会社 大阪営業所
日本図書輸送株式会社 関西物流センター
ミフネトランスポート株式会社 大阪営業所
株式会社大西運送エクスプレス 本社営業所
関西トナミ運輸株式会社 東大阪センター
株式会社成豊 本社営業所
本山運輸株式会社 本社営業所
和興運送株式会社 本社営業所
会津通商株式会社 関西営業所
福山通運株式会社 東大阪支店
信和運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社廣和物流 本社営業所
森吉通運株式会社 大阪営業所
第一貨物株式会社 大阪支店
株式会社西川冷凍輸送

枚方市

本社営業所

関西配送株式会社 本社営業所
シナノライン株式会社 大阪営業所
大東実業株式会社 大阪営業所
株式会社讀宣運輸 本社営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 東大阪営業所
株式会社西尾運送 本社営業所
瀧本運送株式会社 東大阪営業所
山口運送株式会社 本社
株式会社藤元産業 本社営業所
大八運送株式会社 東大阪営業所
一宮運輸株式会社 大阪営業所
有限会社シンク大阪 本社
築山運送株式会社 本店営業所
日の出運輸株式会社 本社営業所
株式会社酒井運輸 本社営業所
菱武運輸株式会社 本店
株式会社カントラロジ 東大阪営業所
大阪サンエー物流株式会社 東大阪営業所
東栄運送株式会社 本社営業所
西中運送株式会社 本社営業所
関西クレハ運輸株式会社 本社
株式会社北浜システム運輸 東大阪営業所
大橋運輸株式会社 本社
三晃運輸株式会社 本社営業所
株式会社カイウン 楠根営業所
有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ 本社営業所
有限会社扇勝物流 本社営業所
平和運輸株式会社 東大阪営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 東大阪輸送センター営業所
西武運輸株式会社 東大阪航空営業所
住之江配車センター株式会社 本社
株式会社スワロー物流大阪 本社営業所
トナミ運輸株式会社 東大阪支店
姫路合同貨物自動車株式会社 東大阪営業所
名鉄運輸株式会社 東大阪支店
株式会社千代田輸送 本社営業所
株式会社春名産業 本社営業所
京和運輸株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪金物町センター
コフジ物流株式会社 本社営業所
ドゥベスト株式会社 大阪営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所
大興運輸株式会社 大阪支店
岡山県貨物運送株式会社 枚方物流センター

住所
大阪府東大阪市加納４丁目１６－１６
大阪府東大阪市加納５丁目１５番２５号
大阪府東大阪市加納６－３－４１
大阪府東大阪市加納６丁目４番９号
大阪府東大阪市古箕輪１丁目３番５号
大阪府東大阪市御厨東２丁目１３番３８号
大阪府東大阪市高井田中３丁目２番５号
大阪府東大阪市若江西新町４－２－３２
大阪府東大阪市渋川町３丁目１０番２８号
大阪府東大阪市新庄１丁目１３－１５
大阪府東大阪市新庄３－２１－４７
大阪府東大阪市新庄４－１－５
大阪府東大阪市新庄東４番３１号
大阪府東大阪市水走１丁目１７番３９号
大阪府東大阪市水走２－１０－１０
大阪府東大阪市水走２丁目３番２３号
大阪府東大阪市水走３－６－１ グランピア吉田１－Ｅ
号室
大阪府東大阪市水走３－６－２５
大阪府東大阪市水走３－９－１６
大阪府東大阪市水走５－９－７
大阪府東大阪市西石切町６丁目５番３９号
大阪府東大阪市川田４－１－９
大阪府東大阪市川俣１－１８－５
大阪府東大阪市善根寺町４－６－１３
大阪府東大阪市鷹殿町１７－１７
大阪府東大阪市池島町１丁目５番２８号
大阪府東大阪市池島町２丁目２番１５号
大阪府東大阪市池島町８－１－４５
大阪府東大阪市中石切町５丁目２９１１－１
大阪府東大阪市中石切町６丁目４番２３号
大阪府東大阪市長田３丁目３番２０号
大阪府東大阪市鳥居町３４７番地９２
大阪府東大阪市鳥居町３番１２号
大阪府東大阪市東鴻池町１－８－３０
大阪府東大阪市東鴻池町３－２
大阪府東大阪市南鴻池町１－１－１３
大阪府東大阪市南四条町２－２３
大阪府東大阪市楠根１－６－３
大阪府東大阪市楠根１－９４－１
大阪府東大阪市楠根２－１０－３２
大阪府東大阪市楠根２－４－１１
大阪府東大阪市楠根２丁目８８番地
大阪府東大阪市菱江１丁目２７番４０号
大阪府東大阪市菱江３丁目１１－１０
大阪府東大阪市宝町１２－５
大阪府東大阪市本庄１－１５－３５
大阪府東大阪市本庄１－１５－３５ １２号棟
大阪府東大阪市本庄西１丁目３－２３
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
大阪府東大阪市本庄中１丁目８７番地
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市箕輪２－４－１３
大阪府東大阪市箕輪２丁目５番１９号
大阪府東大阪市弥生町２０－１２
大阪府東大阪市友井５丁目８２５番１
大阪府枚方市春日西町３丁目４５－１
大阪府枚方市春日北町２－３３－１
大阪府枚方市招提田近２－３－７
大阪府枚方市招提田近三丁目２３番地２４－２
大阪府枚方市尊延寺９４４－１
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電話番号
072-966-4588
072-871-1314
072-875-2238
072-872-5250
072-965-3051
06-6788-5551
06-6787-1073
06-6777-8608
06-6727-1001
06-6746-8585
06-4309-1880
072-963-3000
06-6744-9751
072-960-8123
072-966-7292
072-966-8550
072-961-5381
072-960-0811
0729-63-3841
072-966-2291
072-986-3733
0729-68-0110
06-6782-3349
072-988-0951
072-985-5444
072-980-5511
072-983-7782
072-981-1308
072-988-2710
072-986-4005
06-6981-2650
0729-60-0666
072-982-2667
072-965-8735
072-960-7810
06-6744-3472
072-985-2021
06-6744-9871
06-6746-2201
06-6746-8473
06-6745-1526
06-6968-1651
072-965-8607
072-961-9993
072-987-8882
06-6745-9011
06-6747-7385
06-6748-7440
06-6747-3256
06-6747-6011
06-6747-7131
06-6747-6311
072-966-5880
072-966-3202
072-987-9830
080-6695-6204
072-859-2135
072-808-3477
072-867-3722
072-857-6699
072-896-0331

事業所名

市区郡名

藤井寺市
松原市

箕面市
守口市

八尾市

泉北郡

南河内郡

三島郡

住所

電話番号

株式会社ＮＢＳロジソル 北大阪営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 枚方営業所
大阪サンエー物流株式会社 本社営業所
ケイユウロジスティクス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方企業団地センター
岡山県貨物運送株式会社 阪南営業所
西武運輸株式会社 松原営業所
西濃運輸株式会社 松原支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 松原支店
株式会社サカイ引越センター 松原支社
大栄運輸産業株式会社 本社営業所
近畿合通株式会社 本社営業所
大阪トナミ運輸株式会社 本社営業所
恵我運送株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 松原営業所
ヤマト運輸株式会社 千里中央支店
山佐運送株式会社 箕面営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 守口営業所
株式会社谷山運送 本社
日本通運株式会社 大阪東支店

大阪府枚方市池之宮１丁目２６－６
大阪府枚方市長尾家具町３丁目７番地の３
大阪府枚方市長尾家具町二丁目１－１
大阪府枚方市長尾家具町二丁目９番地の１
大阪府枚方市北山１－３－１８
大阪府藤井寺市惣社１－１２－３
大阪府松原市一津屋３－３－１１
大阪府松原市一津屋３－３－１１
大阪府松原市三宅西６丁目８９５－１
大阪府松原市上田６－５－９
大阪府松原市丹南１－４８２－６
大阪府松原市丹南３丁目２番３３号
大阪府松原市天美北４丁目１番８号
大阪府松原市別所８丁目１７番２２号
大阪府松原市別所町一丁目１０－１６番地
大阪府箕面市今宮２丁目６７番１
大阪府箕面市牧落３－２－２
大阪府守口市寺方本通４－２－５
大阪府守口市東郷通２丁目１４番１８号
大阪府守口市八雲中町２丁目１０番３号

072-805-6731
072-851-0011
072-867-4032
072-856-0637
080-6699-0387
072-955-4861
072-339-0710
06-4802-3025
072-336-6151
072-349-1131
072-335-1321
072-330-5531
072-331-7855
072-332-5237
072-349-1331
072-749-3933
072-722-2601
06-6996-1221
06-6996-1633
06-6906-0281

ヤマト運輸株式会社

大阪府守口市八雲中町３丁目１０２

080-5045-1345

大阪府八尾市志紀町南１－１３２
大阪府八尾市若林町２丁目６９番地
大阪府八尾市神宮寺４丁目４９
大阪府八尾市神武町２－２４
大阪府八尾市神武町２番３１号
大阪府八尾市水越１－４－１
大阪府八尾市水越１－４－１
大阪府八尾市西高安町４丁目７１番
大阪府八尾市太子堂１丁目１－３
大阪府八尾市竹渕西４－１５
大阪府八尾市南太子堂４丁目４－３７
大阪府八尾市楠根町５－２５
大阪府八尾市老原７丁目８８番地１
大阪府八尾市老原９－２５
大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番４号
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３丁目１５５１番地１
大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番４０号
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２－１４－１３
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分４１０－１０
大阪府南河内郡太子町聖和台１丁目１番地の２２
大阪府南河内郡太子町大字春日１２００－１２
大阪府三島郡島本町江川１－３２－３

072-949-4646
080-5045-1204
080-5045-1206
072-990-2070
0729-23-9102
072-940-3651
072-940-3651
072-923-0801
080-5045-1220
06-6760-6551
072-999-6233
072-923-0281
072-928-0010
072-991-9011
072-438-6484
0725-21-3525
072-437-0354
0725-33-3688
0721-72-7787
0721-98-5005
0721-98-6558
075-961-3338

守口支店

福塚運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 八尾若林センター
ヤマト運輸株式会社 八尾東支店
ハウス物流サービス株式会社 関西配車センター
株式会社リクサスカーゴ 東大阪支店 営業所
株式会社山里物流サービス 本社営業所
有限会社やよい物流サービス 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 東大阪支店
ヤマト運輸株式会社 八尾太子堂センター
佐々木茂義 本店営業所
神原運輸株式会社 本社営業所
辻運輸株式会社 本社営業所
新興運輸株式会社 本社営業所
八尾物流サービス株式会社 本社営業所
大阪名鉄急配株式会社 本社営業所
ジャパンパレック株式会社 忠岡営業所
株式会社アルファライン 泉北営業所
有限会社平林運送 本社営業所
長福運送株式会社 千早営業所
有限会社幸重機工業 本社営業所
南和商事株式会社 本社営業所
株式会社エクシング 高槻営業所
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