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
株式会社恵和テック 本社営業所
米澤運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 都島南センター
大阪運輸倉庫株式会社 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
株式会社寿運送店 本社営業所
水原運送株式会社 本社営業所
株式会社メロス 港営業所
キャリーネット株式会社 大阪営業所
株式会社藤井商会 本社
株式会社カントラロジ 港営業所
株式会社アルファ物流 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪港支店
株式会社ハナワトランスポート 大阪営業所
株式会社マウス 本社
杉村運輸株式会社 本社営業所
株式会社つばめ急便 港営業所
三愛ロジスティクス株式会社 ＢＣＫ営業所
トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所第二
トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所第三
トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所第一
山陽自動車運送株式会社 大阪港
大阪小山武運送株式会社 本社
株式会社スタイル運輸 大阪（営）
アクロストランスポート株式会社 港センター
株式会社辰巳商会 此花営業所
株式会社井元商会 本社
山秀運送株式会社 本社営業所
株式会社中谷商会 本社営業所
北港運輸株式会社 大阪支店
鴻池運輸株式会社 伝法営業所
富士興業株式会社 安治川営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（大阪府）

住所
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１４－１９
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１５－２１
大阪府大阪市旭区高殿２丁目１２３番２、１２４番１
大阪府大阪市旭区赤川１－１１－８
大阪府大阪市港区海岸通４－２－２３
大阪府大阪市港区海岸通４－２－２３
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４丁目１８番２９号
大阪府大阪市港区港晴５－２－２４
大阪府大阪市港区市岡２－５－２０
大阪府大阪市港区市岡４丁目６番６９号
大阪府大阪市港区市岡４丁目６番６９号
大阪府大阪市港区波除１－４－７７
大阪府大阪市港区波除６－３－２
大阪府大阪市港区波除６丁目５番２号
大阪府大阪市港区福崎１－１－４１
大阪府大阪市港区福崎１丁目３番５７号
大阪府大阪市港区福崎２－１－３６
大阪府大阪市港区福崎２－１－８２
大阪府大阪市港区福崎２－１－８２
大阪府大阪市港区福崎２－１－８２
大阪府大阪市港区福崎２－４－１４
大阪府大阪市港区福崎２－４－１７
大阪府大阪市港区福崎２丁目１番３６号
大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１４８号
大阪府大阪市此花区桜島３－２－７５
大阪府大阪市此花区桜島三丁目２番３２号
大阪府大阪市此花区春日出中２－１７－１８
大阪府大阪市此花区春日出南１－２－１０
大阪府大阪市此花区島屋１－１－３
大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９
大阪府大阪市此花区酉島５丁目８－１０
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電話番号
06-6719-0266
06-6719-6153
080-5045-1064
06-6921-6174
06-6574-2764
06-6574-2763
06-6574-2763
06-6573-1501
06-6574-3711
06-6571-3165
06-6571-5012
066-574-1915
06-6574-1917
06-6586-5445
06-7731-5511
06-6586-5047
06-6571-2935
06-6573-4151
06-4395-6211
06-6599-0030
06-6599-0030
06-6599-0030
06-6576-1234
06-6574-8445
06-6573-8371
06-6571-7007
06-6468-4671
06-6460-2344
06-6463-6796
06-6462-2773
06-6461-1025
06-6468-5431
06-6468-3031

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

鴻池運輸株式会社 此花営業所
東永運輸株式会社 本社営業所
加藤運輸株式会社 本社営業所
大新運輸株式会社 本社営業所
株式会社ライフカーゴ 本社
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部
ヤマト運輸株式会社 住吉支店

阪神事業部

株式会社合通 関西ベイエリア支店
丸二倉庫株式会社 運送部ＳＢＬ
株式会社ランドネット 本社営業所
近物レックス株式会社 大阪支店
株式会社近通 咲洲営業所
株式会社神陸コンテナ輸送 大阪営業所
株式会社ラインアップ 本社営業所
株式会社大和商行 本社営業所
岡山水急大阪株式会社 本社営業所
株式会社エム・エス・シー 本社営業所
日通トランスポート株式会社 大阪南港営業支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 南港支店営業所
ヤマト運輸株式会社 住之江支店
三信運輸株式会社 南港
日本梱包運輸倉庫株式会社 大阪南港営業所
札幌通運株式会社 大阪支店
コーナン物流株式会社 本社営業所
産興運輸株式会社 大阪営業所
東京納品代行西日本株式会社 大阪南港センター
阪神コンテナ輸送株式会社 大阪営業所
サキシマ運輸株式会社 本社営業所
梶原運輸株式会社 本社
内畑運送株式会社 南港営業所
株式会社ヨシダ商事運輸 本社営業所
菱倉運輸株式会社 海上コンテナ現業課
株式会社牧迫運輸 本社営業所
大阪牧迫運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

大阪府大阪市此花区酉島５－１１－１５１
大阪府大阪市此花区梅町２－４－７２
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北港２－４－１
大阪府大阪市此花区北港２－５－３
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１０番３０号
大阪府大阪市住吉区南住吉１－１５－１８
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目１番地１８ ＧＬＰ大
阪Ⅱ４階
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号
大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番７１号
大阪府大阪市住之江区泉２丁目１－７７
大阪府大阪市住之江区南港中６－３－４４
大阪府大阪市住之江区南港中８丁目２－６
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目２番１４号
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目５番３１号
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目５番４
大阪府大阪市住之江区南港東３丁目１番５３号
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０
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４－１１－９９
大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９
大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－１０８
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番３４号
大阪府大阪市住之江区南港東５丁目２番１０号
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－８８
大阪府大阪市住之江区南港東８－１－１３
大阪府大阪市住之江区南港東９丁目２－３１
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目３番４４号
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目４番４３号
大阪府大阪市住之江区南港北３－２－４６
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１－３－５４
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電話番号
06-6461-0753
06-6468-6301
06-6460-5215
06-6462-5757
06-6657-5101
06-6460-7755
06-4700-3270
06-6115-3952
06-6682-7101
06-4702-8916
06-6681-5585
06-6613-5111
06-6569-1102
06-6569-2600
06-6613-0332
06-6614-8801
06-6615-3010
06-6612-7213
06-6614-2109
06-6682-8650
06-6613-6881
06-6612-3377
06-6615-3656
06-6616-6400
06-6616-4108
06-6616-6181
06-6613-2883
06-6613-8822
06-6613-5858
06-6612-2255
06-6614-8835
06-6614-2560
06-6683-6101
06-6681-3330

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社コウヘイ運輸 本社
丸和運輸株式会社 南港営業所
マルイ運輸株式会社 関西営業所
新栄運輸株式会社 関西総合物流センター
ヤマト運輸株式会社 北畠支店
製缶陸運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送一課
ヤマト運輸株式会社 城東支店
親和物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 城東中浜支店
ヤマト運輸株式会社 生野支店
株式会社フレックス 本社
富士興業有限会社 本社・営業所
三協物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪九条南センター
三星海運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南堀江支店
株式会社共立陸運 本社
三興運送株式会社 川口営業所
株式会社二村運送店 本社営業所
株式会社阪和運送店 本社営業所
梅田運輸倉庫株式会社 津守営業所
共立運送株式会社 西大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 玉出支店
株式会社久津運送店 関西営業所
宮崎運輸株式会社 大阪支店
西鉄運輸株式会社 関西支店
有限会社北急物流サービス 本社
古河運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート西日本 近畿営業所
立正運送株式会社 本社営業所
福島運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 大阪西支店
三協運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府大阪市住之江区平林南２丁目４番１４号
大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１２３
大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１３８
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番３４号
大阪府大阪市住之江区緑木２丁目２７番１、３０番地
１、３
大阪府大阪市城東区永田２丁目１番２０号
大阪府大阪市城東区関目１－１－８
大阪府大阪市城東区古市１－１－１，３８
大阪府大阪市城東区今福東１－２－２４
大阪府大阪市城東区東中浜７丁目４９番４
大阪府大阪市生野区巽中４－２８５－３
大阪府大阪市生野区林寺６－７－３１
大阪府大阪市西区京町堀３丁目３番７号
大阪府大阪市西区境川２丁目３番２３号
大阪府大阪市西区九条南３丁目２７番１７号
大阪府大阪市西区新町４－１９－９
大阪府大阪市西区川口２－３０－１、２
大阪府大阪市西区川口２－７－３３
大阪府大阪市西区川口３丁目７－２９
大阪府大阪市西成区津守３－８－５７
大阪府大阪市西成区津守３丁目８番５７
大阪府大阪市西成区南津守２丁目３番２号
大阪府大阪市西成区南津守５丁目２番４７号
大阪府大阪市西成区南津守７－５６－４
大阪府大阪市西淀川区御幣島５丁目１６
大阪府大阪市西淀川区千舟２－３－３４
大阪府大阪市西淀川区千舟３－３－２４
大阪府大阪市西淀川区大野１丁目６番１９号
大阪府大阪市西淀川区大野３丁目７－１６８
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２－２－１９
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－１２０
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１０番１１５号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２番３号
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電話番号
06-4702-6668
06-6686-8181
06-6683-0130
06-4702-7070
06-6682-2137
06-6969-0671
06-6933-3561
06-6963-2102
06-6930-3636
06-4258-3326
06-6753-6721
06-6713-8670
06-6444-4093
06-6581-8892
06-6585-3715
06-6538-1832
06-6584-0793
06-6583-6400
06-6585-2226
06-6661-2409
06-6661-2409
06-6656-8875
06-6655-5151
06-6661-5261
06-6476-5955
06-6474-7741
06-6471-6671
06-6472-3659
06-6472-6171
06-6475-0206
06-6478-1700
06-6475-5555
06-6478-0365
06-6473-5210

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
関西郵便逓送株式会社 大阪
佃運輸株式会社 本社営業所
誠幸運輸倉庫株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 西大阪営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 西部引越センター
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
中野運送株式会社 西大阪営業所
大阪此花運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西淀川福町センター
北港運輸株式会社 西大阪支店
久留米運送株式会社 大阪支店
都南運送株式会社 本社
ステンレス急送株式会社 大阪営業所
関西海運株式会社 本社営業所
兼成運輸工業株式会社 本社
株式会社ＴＮ商会 本社
中越運送株式会社 西大阪営業所
泉尾運送株式会社 本社営業所
北陽運輸機設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大正支店
株式会社三好組 本社営業所
瀬川工業運輸株式会社 本社営業所
坂本梱包有限会社 本社営業所
藤鋼運株式会社 本社
東江物流株式会社 本社
やまと運輸株式会社 本社営業所
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
共立運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪中央支店
西壅運送株式会社 本社営業所
放出運輸倉庫株式会社 本社営業所
クレベ運送株式会社 大阪営業所
トランコムＤＳ株式会社 鶴見営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目６－１
大阪府大阪市西淀川区佃１－１－６０
大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８
大阪府大阪市西淀川区佃４－６－２３
大阪府大阪市西淀川区佃７丁目１番２４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番９３号
大阪府大阪市西淀川区百島２丁目１番１８８
大阪府大阪市西淀川区福町１－１２－４０
大阪府大阪市西淀川区福町１丁目３２番地１
大阪府大阪市西淀川区福町２丁目１－１６
大阪府大阪市西淀川区福町３－４－２２
大阪府大阪市大正区三軒家西２－６－４
大阪府大阪市大正区三軒家東３－１１－２２
大阪府大阪市大正区小林西１－２５－１３
大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３
大阪府大阪市大正区小林東三丁目７番１８号
大阪府大阪市大正区千島１丁目２３－１６９
大阪府大阪市大正区泉尾５－１２－１１
大阪府大阪市大正区泉尾７－７－２
大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１番地５号
大阪府大阪市大正区南恩加島２－７－３１
大阪府大阪市大正区南恩加島２丁目７－２９
大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番２７号
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目８番７４番
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目５番４１号
大阪府大阪市中央区高津１－６－１２
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博労町１－３－２
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１－１７－１３
大阪府大阪市鶴見区今津中１丁目１０番２９号
大阪府大阪市鶴見区今津南３－２－２７
大阪府大阪市鶴見区今津北５－３－１８
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電話番号
06-6478-0880
06-6474-1800
06-6475-6310
06-6475-0123
06-6478-8880
090-3165-8810
06-6476-5705
06-6475-4035
06-6473-2031
06-6476-5785
06-6471-1341
06-6474-1151
06-6962-7325
06-6555-2225
06-6552-1601
06-6552-4191
06-6555-8878
06-6553-3551
06-6551-0732
06-6552-5451
06-6553-7861
06-6551-1262
06-6552-6726
06-6553-0205
06-6553-4180
06-6554-5001
06-6762-1451
06-6261-9005
06-4790-2866
06-6261-5271
06-6261-9005
06-6912-0971
06-6961-3951
06-6968-1651
06-6964-0355

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 大阪東部流通事業所
トナミ運輸株式会社 大阪中央支店
進光運輸株式会社 本店営業所
堀内運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上町支店
株式会社野田運送店 本社
越野運送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 大阪中央
株式会社ヒガシトゥエンティワン 大阪中央輸送センター
株式会社バルコエキスプレス 本社
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送二課
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送三課
日本通運株式会社 百済コンテナ課
ヤマト運輸株式会社 天王寺支店
ヤマト運輸株式会社 東住吉矢田センター
ヤマト運輸株式会社 東住吉支店
ヤマト運輸株式会社 東成支店
福山通運株式会社 今里支店
ヤマト運輸株式会社 東成中本支店
株式会社神戸屋ロジスティクス 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 大阪営業所
株式会社合通 本社営業所
株式会社大阪トラック 本社営業所
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
新運輸株式会社 大阪本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪北営業所
有限会社辻亀運送 本社営業所
天神運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 梅田支店
宮坂産業株式会社 本店
日倉機工運輸株式会社 本社営業所
株式会社大松土建 本社
関西配送有限会社 本社営業所
株式会社クイック 三津屋営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府大阪市鶴見区焼野３－２－２４
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目１５１
大阪府大阪市鶴見区浜５－１－２７
大阪府大阪市天王寺区大道１－７－１５
大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町３番１９号
大阪府大阪市都島区善源寺町２－７－２６
大阪府大阪市都島区都島本通５－４－２２
大阪府大阪市都島区網島町８－１６
大阪府大阪市都島区友渕町３－８－３４
大阪府大阪市東住吉区今川８－９－１６
大阪府大阪市東住吉区今林２丁目４番４号
大阪府大阪市東住吉区今林２丁目４番４号
大阪府大阪市東住吉区今林３－１－７
大阪府大阪市東住吉区今林４－８－１，２，３，４
大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目１０－２４
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３－７－６
大阪府大阪市東成区東中本３－１１－３２
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豊新２－１６－１４
大阪府大阪市福島区大開４－１－１８
大阪府大阪市福島区福島５－３－８
大阪府大阪市平野区加美南２－３－１８
大阪府大阪市平野区背戸口２－２－４，７
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１丁目１３番１号
大阪府大阪市北区大淀北１丁目６－５
大阪府大阪市北区中津４－９－１８
大阪府大阪市北区天神西町６－８
大阪府大阪市北区梅田３－２－１４９
大阪府大阪市北区豊崎１－１１－２５
大阪府大阪市北区本庄西３－４－１
大阪府大阪市北区本庄東２－１０－１５
大阪府大阪市淀川区三津屋南３丁目１４－１
大阪府大阪市淀川区三津屋北３－３－７１
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電話番号
06-4304-4122
06-6915-1073
06-6912-0071
06-6772-5555
06-6776-7450
06-6922-3618
06-6921-4567
06-6881-0411
06-6925-6621
06-6702-0456
06-4306-3958
06-6753-2906
06-6757-1004
06-6795-5400
06-6760-7371
06-6795-5400
06-6976-3602
06-6976-2951
06-6975-5170
06-6160-2091
06-6466-2292
06-6458-2553
06-6791-0251
06-6703-5933
06-6792-1080
06-6794-6001
06-6457-1300
06-6371-2223
06-6362-9316
06-6346-4438
06-6371-2787
06-6372-1531
06-6371-2863
06-6390-5026
06-6308-3050

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

池田市

和泉市

泉佐野市

泉大津市

事業所名
中本運輸株式会社 本社営業所
大橋実業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 淀川支店
株式会社茂木運送 本社営業所
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
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 桜川センター
ヤマト運輸株式会社 難波支店
ヤマト運輸株式会社 日本橋センター
ダイハツ輸送株式会社 本社事業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 大阪営業所
株式会社カド 池田営業所
株式会社ユービーエム 空港営業所
豊興サービス株式会社 和泉テクノ営業所
間口ランドサービス株式会社 和泉営業所
石下運輸株式会社 大阪南支店営業所
山陽自動車運送株式会社 大阪南
新興物流株式会社 本社営業所
太伸興業株式会社 本社営業所
有限会社丸七運送 本社営業所
富士運輸株式会社 関西空港支店
平野カーゴ株式会社 関西支店
ヤマト運輸株式会社 関西空港支店
サザントランスポートサービス株式会社 りんくう営業所
株式会社ウイングエキスプレス 本社営業所
トナミ運輸株式会社 泉佐野支店
ヤマト運輸株式会社 泉佐野支店
新栄運輸株式会社 泉佐野営業所
山藤運輸株式会社 本店営業所
片岡運輸株式会社 泉南事業本部
東大阪油脂運輸株式会社 本社営業所
和光運輸株式会社 本社営業所
神和装備株式会社 本社営業所
大津急送株式会社 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府大阪市淀川区十三元今里２－１７－８
大阪府大阪市淀川区新高２－５－２５
大阪府大阪市淀川区西三国１丁目２０番地１
大阪府大阪市淀川区田川３－１０－４
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丁目１０番９、１０
大阪府大阪市浪速区久保吉１丁目１２４２－２６
大阪府大阪市浪速区桜川２－２－１１
大阪府大阪市浪速区桜川３－８－３４
大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目３－２
大阪府池田市ダイハツ町４－１
大阪府池田市空港１－１３－１
大阪府池田市空港１丁目１３－１
大阪府池田市空港１丁目１３番１
大阪府和泉市テクノステージ１丁目３番２３号
大阪府和泉市テクノステージ２丁目１－１０
大阪府和泉市浦田町２３４－１
大阪府和泉市国分町１５９８－３９
大阪府和泉市春木川町３４番地の２
大阪府和泉市伯太町１丁目６－７
大阪府和泉市伏屋町３丁目２２－４４
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２１
大阪府泉佐野市りんくう往来北２番１０
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－１
大阪府泉佐野市りんくう往来北５番地４
大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目８６８－１７
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２番９号
大阪府泉佐野市住吉町５－３
大阪府泉佐野市住吉町７－４
大阪府泉佐野市長滝３７９５－３
大阪府泉佐野市鶴原３丁目１２番２８号
大阪府泉佐野市湊４丁目７４８－３、７５０－１
大阪府泉大津市汐見町１０４
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電話番号
06-6301-3858
06-6396-1078
06-4807-7352
06-4808-2552
06-6150-1170
06-4397-8555
06-4392-5023
06-6563-1552
06-6561-7162
06-6630-4601
072-754-3388
06-6841-5159
06-4865-6066
06-6841-5202
0725-53-4147
0725-51-3308
0725-51-0253
0725-90-2310
0725-53-5711
0725-40-0881
072-293-5533
072-458-2322
072-463-7455
0724-60-2955
072-469-0854
072-469-1766
072-469-1901
0724-61-1582
072-464-1021
072-462-8731
072-464-2930
072-466-0225
0724-64-4900
072-458-7577
0725-21-1234

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社山水 泉大津
株式会社イズミ 本社営業所
佐川急便株式会社 堺営業所
南大阪センコー運輸整備株式会社 泉北営業所
新栄陸運株式会社 大阪
鶴丸運輸株式会社 本社
光急便有限会社 本社営業所
東鉄運輸株式会社 本社営業所
南海通運株式会社 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 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
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 大阪支店
茨木市
株式会社ヒガシトゥエンティワン 茨木ロジネットセン
ター
星和ロジテム株式会社 本社
株式会社ロジパルエクスプレス 茨木営業所
株式会社中央ロジスティクス 大阪営業所
トナミ運輸株式会社 北大阪支店
近物レックス株式会社 北大阪支店
久留米運送株式会社 北大阪支店
九州西濃運輸株式会社 北大阪支店
有限会社スクーデリア 茨木営業所
三之丸通商株式会社 大阪営業所
三豊運送株式会社 北大阪営業所
株式会社ハップ 大阪営業所
株式会社しん運送 本社営業所
栄和運輸株式会社 茨木営業所
山実運送株式会社 本社営業所
有限会社山義運送 本社営業所
西日本日立物流サービス株式会社 機工営業所
有限会社あい運送 本社営業所
石下運輸株式会社 大阪支店営業所
株式会社ウサ美物流 本社営業所
株式会社スマイルライン 大阪営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

大阪府泉大津市汐見町１０４番地－１
大阪府泉大津市汐見町２１番地の６０
大阪府泉大津市小津島町４－１２
大阪府泉大津市小津島町７－３
大阪府泉大津市新港町１
大阪府泉大津市新港町１５
大阪府泉大津市森町２－１０－２３
大阪府泉大津市臨海町１－１５－１
大阪府泉大津市臨海町１－８
大阪府泉大津市臨海町２丁目１６
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
大阪府茨木市鮎川５－１５－３

0725-23-2615
0725-32-9023
0725-22-7733
0725-22-8898
072-528-3577
0725-20-6551
0725-32-8695
072-522-1631
0725-32-3241
0725-33-5181
072-366-3613
072-368-3703
072-636-0621

大阪府茨木市横江２－８－３２

072-637-5291

大阪府茨木市横江２丁目４番６３号
大阪府茨木市宮島２－２－５５
大阪府茨木市宮島２－３－１
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６号棟
大阪府茨木市宮島２丁目２番６５号
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５番１号
大阪府茨木市宮島２丁目６番１号
大阪府茨木市五十鈴町１４－３１
大阪府茨木市五日市１丁目８番８号
大阪府茨木市五日市緑町５－１７
大阪府茨木市五日市緑町５－３２
大阪府茨木市三咲町５－２６
大阪府茨木市舟木町２１－２６－２０５
大阪府茨木市宿川原町４番１１号
大阪府茨木市小柳町１３番２７号
大阪府茨木市上郡１丁目５番１７号

072-630-0088
072-634-2591
072-635-6500
0726-32-8282
072-633-8575
072-633-8581
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主な輸送品目（任意掲載）

072-632-8222
072-636-0128
072-637-1060
0726-36-1641
072-652-8650
072-633-9446
072-623-1924
072-625-7871
072-621-4921
072-625-0553
072-628-2320
072-643-5054
072-637-3110
072-641-6631

食料品、飲料等、薬品等

市区郡名

貝塚市

事業所名
榎本運送株式会社 本社営業所
岡山通運株式会社 大阪営業所
株式会社多丸 本社営業所
西濃エキスプレス株式会社 大阪営業所
もりか運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨木北支店
中央運輸株式会社 大阪営業所
株式会社吉富運輸 大阪営業所
株式会社岡本運輸 本社営業所
清水運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社博運社 大阪支店
有限会社丸義運送 本社営業所
博新運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 貝塚支店

交野市
柏原市

門真市

小山運送株式会社 本社営業所
株式会社引越社関西 阪奈
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
長尾産業株式会社 柏原営業所
丸協運輸株式会社 大阪営業所
協和運送株式会社 本社営業所
豊龍運輸有限会社 本社営業所
株式会社エー・アイ・コーポレーション 本社
大阪近交運輸倉庫株式会社 本社
滋賀近交運輸倉庫株式会社 大阪支店
松潮物流株式会社 本社
株式会社東來物流 本社営業所
大阪星友運輸株式会社 本社営業所
株式会社原田組 本社営業所
愛和運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 門真南支店
西光運輸株式会社 本社営業所
大日倉庫株式会社 大阪共同配送センター
株式会社エコトラック 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府茨木市蔵垣内３丁目１９番２８号
大阪府茨木市島１丁目２２番２７号
大阪府茨木市島１丁目２２番３号
大阪府茨木市島４－２４－１７
大阪府茨木市東安威１丁目２００－１
大阪府茨木市藤の里１－２１８－１，２１９－１
大阪府茨木市藤の里２－１５－８
大阪府茨木市南目垣１丁目５番１６号
大阪府茨木市平田一丁目６番７号
大阪府茨木市豊川３－７－３０
大阪府茨木市目垣３－１２３－１
大阪府貝塚市三ツ松２２９５番地の４
大阪府貝塚市森４３０番地
大阪府貝塚市鳥羽字茶円畑ケ７９－１，新四郎畑８０－
１，８２－１，大畑ケ８３－１
大阪府貝塚市半田１２９
大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１
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
大阪府柏原市石川町２番２２号
大阪府門真市ひえ島１５５－１
大阪府門真市沖町７９６
大阪府門真市下島町２１－９
大阪府門真市江端町７番１０号
大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号
大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号
大阪府門真市三ツ島６丁目２２番２３号
大阪府門真市四宮２－３－３
大阪府門真市四宮３丁目２番３３号
大阪府門真市四宮４丁目３番３０号
大阪府門真市舟田町７７２番２３
大阪府門真市大字三ツ島２１６０
大阪府門真市殿島町２０－１０
大阪府門真市東江端町２番３号
大阪府門真市稗島１８５
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

072-625-1266
072-634-1845
072-635-8884
072-633-3001
072-640-1313
080-5045-1009
072-640-3601
072-657-2001
072-678-0597
072-641-1453
072-636-0501
072-446-3696
072-446-3333
0724-26-2109
072-431-2684
072-893-3761
0729-78-0834
072-975-1251
072-977-3851
072-887-4687
072-887-3300
072-883-2889
072-887-7881
072-884-9100
072-885-0330
072-886-1180
072-887-7110
072-884-6373
072-882-3624
072-884-1776
080-5045-1259
06-6906-1140
072-882-7575
072-885-3433

建設機械、産業機械

市区郡名

事業所名

門真陸運株式会社 本社
大阪北合同運送株式会社 本社営業所
堺商運株式会社 本社営業所
河内長野市 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
岸和田市 ヤマト運輸株式会社 和泉光明支店
内畑運送株式会社 岸和田営業所
株式会社関西通商 本社
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
株式会社ゴトー物流 本社営業所
阪南運輸倉庫株式会社 岸和田営業所
一心港運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岸和田支店

堺市

株式会社サカイ引越センター 南大阪支社
アートコーポレーション株式会社 南大阪営業所
株式会社トラヴァンス 本社営業所
光和輸送株式会社 大阪事業所
諸星運輸株式会社 岸和田
株式会社大晃運送 本社営業所
ケミテックローリー株式会社 本社営業所
光照運輸株式会社 本社
アオキ物流株式会社 本社営業所
株式会社日之出運輸 堺事業所
太栄運輸有限会社 本社営業所
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
有限会社松本物流 本社営業所
酸和運送株式会社 大阪営業所
サザントランスポートサービス株式会社 堺営業所
株式会社松久 本社
株式会社サンボウ 本社営業所
大和物流株式会社 堺出張所
トナミ運輸株式会社 南大阪支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府門真市北岸和田２丁目３－１４
大阪府門真市柳町２０番１０号
大阪府門真市柳田町１３－１
大阪府河内長野市寿町６－３２
大阪府河内長野市昭栄町９２３，９２２
大阪府岸和田市稲葉町２７７－３，２７９－１，３
大阪府岸和田市加守町２丁目１１－３
大阪府岸和田市三田町１３５８番地の１
大阪府岸和田市新港町１９－６
大阪府岸和田市新港町３－１
大阪府岸和田市新港町７－４
大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地
大阪府岸和田市地蔵浜町７－４
大阪府岸和田市中井町字牛神２６４－１（八木土地区画
整理事業２２街区１画地）
大阪府岸和田市土生町１３８３番の３
大阪府岸和田市土生町２－９－７
大阪府岸和田市木材町１５－３
大阪府岸和田市木材町１６－７
大阪府岸和田市木材町４－１
大阪府岸和田市木材町６－５
大阪府岸和田市木材町６－５
大阪府岸和田市臨海町１８番地
大阪府堺市堺区海山町５－１９７
大阪府堺市堺区海山町５丁１９１－１
大阪府堺市堺区九間町西３丁１番２７号
大阪府堺市堺区高砂町３丁７８－１
大阪府堺市堺区三宝町６－３１６－３，５
大阪府堺市堺区出島西町３番２４
大阪府堺市堺区出島西町３番９
大阪府堺市堺区神南辺町１丁４５－１
大阪府堺市堺区石津町３丁１４番１５号
大阪府堺市堺区石津北町４１
大阪府堺市堺区大浜西町７
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
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電話番号
072-883-2400
06-6909-2162
066-909-5471
0721-53-7880
0721-55-0446
0724-79-1493
072-479-0824
0725-45-3303
072-430-3412
0724-39-4118
072-433-0510
072-422-2985
072-422-4623
0724-43-3929
072-427-2300
072-437-0123
072-437-7981
072-433-3554
072-437-9126
072-437-1727
072-437-1727
072-439-0371
072-224-8824
072-226-4111
072-226-7730
072-244-5210
072-227-8285
072-280-2118
072-280-0890
072-229-8818
072-275-8801
072-245-2801
072-222-7175
050-3366-1112

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
竹田運送株式会社 本社営業所
山亀運送株式会社 本社営業所
サントリーロジスティクス株式会社 南大阪支店
立正運送株式会社 堺営業所
大阪運輸倉庫株式会社 堺営業所
株式会社関西トランスポート 本社営業部
大浪陸運株式会社 大阪事業所
福山ロジスティクス株式会社 堺営業所
株式会社堺相互 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺西支店
株式会社友成 本社営業所
株式会社アスト中本 本社営業所
株式会社北野運輸倉庫 本社
ヤマト運輸株式会社 堺東支店
株式会社まるさ物流 本社営業所
有限会社左近商店 本社営業所
株式会社朋友 本社
丸髙運送株式会社 本社営業所
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
ヤマト運輸株式会社 堺南支店
大長郵便輸送株式会社 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
山中運輸株式会社 本社営業所
株式会社伊集院運送 本店営業所
宮地運送株式会社 本社営業所
株式会社カントラロジ 美原営業所
近物レックス株式会社 南大阪支店
有限会社ディーエム企画 本社
ヤマト運輸株式会社 堺北支店
芝山運送株式会社 本店営業所
アートコーポレーション株式会社 堺支店
日本郵便輸送株式会社 堺営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府堺市堺区楠町２丁２番１号
大阪府堺市西区石津西町１０番地１号
大阪府堺市西区石津西町７－８
大阪府堺市西区石津西町９４番地１０
大阪府堺市西区石津西町９番地１
大阪府堺市西区草部４３０－１
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３丁６－１
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２－９５－１，４，５
大阪府堺市西区鳳中町１０丁８番地７ ガーデンハイツ
鳳２０１号
大阪府堺市中区小阪西町１－１
大阪府堺市中区深井清水町３７１５
大阪府堺市中区土塔町１４７－１
大阪府堺市中区福田４１２－３２
大阪府堺市中区福田４１２番地の３２
大阪府堺市中区平井８３４番
大阪府堺市東区日置荘北町３丁１５－３８
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
大阪府堺市南区豊田６２５，６２６
大阪府堺市美原区黒山２６０－１
大阪府堺市美原区今井３４７番地１５
大阪府堺市美原区小平尾７３１－１
大阪府堺市美原区小平尾８３５－１
大阪府堺市美原区太井１４９番１
大阪府堺市美原区太井５４９番地３３
大阪府堺市美原区平尾２３２５番地
大阪府堺市美原区平尾３２１－２
大阪府堺市美原区木材通４丁目１２０４－１５
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３２３
大阪府堺市北区中百舌鳥町１丁２４９
大阪府堺市北区長曽根町１９４２－５
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電話番号
072-241-1881
072-244-5422
072-244-7361
072-244-8903
072-241-0221
072-273-4915
072-243-7073
072-244-1324
072-273-6232
072-262-6884
072-265-7027
072-279-1200
072-278-2720
072-239-2819
072-276-5958
072-276-5950
072-296-7771
072-287-1102
072-298-1000
072-297-1202
072-298-4304
072-363-0466
0722-90-7593
072-362-8191
072-363-8250
072-368-6077
072-369-0010
072-362-1261
072-363-5320
072-287-0513
072-258-6012
072-252-0305
072-257-0123
072-256-5125

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
四條畷市
摂津市

泉南市

事業所名
丸善大阪運輸株式会社 本社営業所
株式会社青山本店関西 本社営業所
ネクスト株式会社 本社
協同運輸株式会社 本社
株式会社イージーエスライン 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 大阪営業所
山本通商株式会社 本社営業所
株式会社大豊物流システム 本社営業所
株式会社明新運輸 摂津物流センター
大阪センコー運輸株式会社 新流営業所
田中運送株式会社 本社
平和産業株式会社 大阪営業所
大阪北陸急配株式会社 本社営業所
株式会社久光物流 本社営業所
株式会社ヒサミツ・カーゴ 本社営業所
明雪運輸株式会社 摂津
株式会社桑原サービス 摂津営業所
中国陸運株式会社 大阪営業所 摂津センター
新関西運輸株式会社 摂津営業所
大阪西運送株式会社 鳥飼営業所
見山サービス株式会社 本社
株式会社オー・エス・エス 大阪直配センター
有限会社Ｍ・Ｊトランスポート 本社営業所
エーエムエー株式会社 本社営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 大阪運輸営業所
株式会社シグマ 本社事業所
カリツー株式会社 大阪営業所
東大運輸株式会社 本社
株式会社合通 北大阪配送センター
株式会社大谷 本社営業所
大阪運輸倉庫株式会社 鳥飼営業所
株式会社近興 本社
大阪運輸倉庫株式会社 複合営業所
ヤマト運輸株式会社 泉南支店
株式会社引越社関西 りんくう

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府四條畷市蔀屋新町６番２５号
大阪府四條畷市米崎町２０番３０号
大阪府摂津市鳥飼下３丁目２７－１９
大阪府摂津市鳥飼上３－２－３８
大阪府摂津市鳥飼上４－１１－７
大阪府摂津市鳥飼上４丁目２番３０号
大阪府摂津市鳥飼上４丁目３番４４号
大阪府摂津市鳥飼上４丁目８番２３号
大阪府摂津市鳥飼上５－２－５２
大阪府摂津市鳥飼上５－２－５２
大阪府摂津市鳥飼上５丁目６－３０
大阪府摂津市鳥飼西５－４－１５
大阪府摂津市鳥飼中２丁目５番２１号
大阪府摂津市鳥飼中２丁目７番２９号
大阪府摂津市鳥飼中２丁目７番２９号
大阪府摂津市鳥飼中３－１－３２ ２階
大阪府摂津市鳥飼中３丁目２－４０
大阪府摂津市鳥飼中３丁目７番１６号
大阪府摂津市鳥飼八防１－１８－７
大阪府摂津市鳥飼本町２－６－２４
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目１１番１５号
大阪府摂津市鳥飼本町３－１－３５－１０６
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２９号
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２号
大阪府摂津市鳥飼野々３－２－１５
大阪府摂津市鶴野３丁目３番９号
大阪府摂津市鶴野４－１２－３２
大阪府摂津市鶴野４－１－２６
大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号
大阪府摂津市東一津屋７番２号
大阪府摂津市東別府３－１－７
大阪府摂津市東別府３－３－６
大阪府摂津市東別府３丁目１番７号
大阪府泉南市信達市場１５８１－１
大阪府泉南市信達市場１８９７番地
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電話番号
072-803-4151
072-636-1160
072-679-1181
072-654-1885
072-653-7417
072-650-3256
072-653-2570
072-678-0005
072-654-3116
072-654-2015
072-654-4180
072-653-4422
072-653-8433
072-650-4115
072-650-4116
072-653-2800
072-653-1700
072-646-8122
072-654-0101
072-654-6630
072-654-2341
072-653-4533
072-653-1563
072-653-5868
072-654-1481
072-637-0821
072-634-0070
072-633-7410
072-652-2530
06-6827-1800
06-6349-1821
06-6349-2256
06-6340-0150
0724-82-8415
072-449-8811

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

大東市

高石市

高槻市

富田林市

事業所名
航空集配サービス株式会社 大阪支店
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
福泉運送有限会社 本社営業所
有限会社野中運送 本社営業所
大西物流株式会社 関西支店
井上運輸倉庫株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 大東営業所
西濃運輸株式会社 大東支店
有限会社キタノ 本社営業所
株式会社オーティーロジサービス 本社
アートコーポレーション株式会社 本社営業所
大東陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大東支店
株式会社マルカミ物流 大東事業部
摂津倉庫株式会社 本社営業所
三倉運輸株式会社 大阪営業所
株式会社ホームエネルギー近畿 大阪東センター
菱華運輸株式会社 大阪支店
堺阪南運送株式会社 本社営業所
相和運送株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 陸運泉北営業所
有限会社石田運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 泉大津支店
藤井運輸株式会社 高槻営業所
鴻池運輸株式会社 関西定温流通センター高槻事業所
大和通商株式会社 高槻営業所
アートコーポレーション株式会社 高槻
シモハナ物流株式会社 大阪営業所
株式会社サカイ引越センター 北大阪支社
ヤマト運輸株式会社 高槻柱本センター
協成産業株式会社 本社営業所
三洋運輸株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 富田林錦織支店
福山通運株式会社 富田林営業所
株式会社ヨロズ物流 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府泉南市泉州空港南１番地
大阪府泉南市泉州空港南１番地
大阪府泉南市樽井７－２３－１４
大阪府泉南市樽井９丁目１４－２８
大阪府大東市諸福４丁目５－１
大阪府大東市諸福５－１３－４
大阪府大東市新田旭町６－２
大阪府大東市新田境町１－２６
大阪府大東市新田中町１番６号
大阪府大東市新田北町４－５０
大阪府大東市泉町２－１４－１１
大阪府大東市太子田３－１－１６
大阪府大東市太子田３－２６
大阪府大東市太子田３－４－９
大阪府大東市南新田１－３－１３
大阪府大東市氷野３－１３－１５
大阪府大東市氷野４丁目１番２５号
大阪府高石市高砂１－１
大阪府高石市高砂２－８
大阪府高石市高砂３丁目４６番地
大阪府高石市高砂３丁目５番２
大阪府高石市取石２－７－１３
大阪府高石市取石６－１３３－１８
大阪府高槻市玉川３丁目１番２号
大阪府高槻市三島江２－２－６
大阪府高槻市松川町５－１３－１０３
大阪府高槻市西冠３－４１－１
大阪府高槻市西面北１丁目７－１
大阪府高槻市柱本３－５－８
大阪府高槻市柱本５丁目３１番２号
大阪府高槻市柱本５丁目７番１０号
大阪府高槻市唐崎中３－１－３５
大阪府富田林市錦織東１－２０－３
大阪府富田林市若松町東１丁目３－１５
大阪府富田林市中野町２丁目５４０番１号
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電話番号
072-456-5627
072-455-4848
072-483-4704
072-485-0893
072-870-0500
072-872-0889
072-889-6811
06-4802-3019
072-869-4001
072-873-1234
072-874-0123
072-873-4451
080-5045-1273
072-871-4561
072-870-7070
072-875-3807
072-873-0058
072-268-1991
072-268-1585
072-268-1215
072-268-1636
072-272-8666
072-272-5368
072-677-5676
072-677-7755
072-670-5110
072-675-0123
072-678-3705
072-678-1141
080-6699-5420
072-629-8377
072-677-1416
0721-20-4085
0721-20-5700
0721-24-8927

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 富田林支店

豊中市

寝屋川市

羽曳野市

阪南市
東大阪市

航空集配サービス株式会社 浪速営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 豊中営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中本町センター
イヌイ運送株式会社 大阪営業所
菱江ロジスティクス株式会社 本店営業所
株式会社サカイ引越センター 阪神支社
アートコーポレーション株式会社 北大阪
株式会社ＯＤＡ 本社
ヤマトボックスチャーター株式会社 北大阪支店
ヤマト運輸株式会社 寝屋川仁和寺大橋センター
株式会社大阪サンワ 本社営業所
大阪センコー運輸株式会社 寝屋川
中鋼運輸株式会社 大阪営業所
株式会社神戸屋ロジスティクス 寝屋川営業所
株式会社サカイ引越センター 京阪支社
中越運送株式会社 大阪営業所
トランスポートアトミック株式会社 本社
港大宝運輸株式会社 大阪営業所
廣瀬梱包運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 羽曳野支店
ミズモト運送株式会社 本社営業所
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部 東大阪事業部
川口運送株式会社 本社
いちかわ倉庫株式会社 河内営業所
北潟運送株式会社 本社
株式会社ＴＩＳＥ 本社
株式会社プリント・キャリー 加納営業所
中嶋物流有限会社 本社
大阪進和運輸株式会社 本社
丹誠運輸株式会社 本社営業所
株式会社群馬グリーン配送 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪玉串東センター
ミフネトランスポート株式会社 大阪営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府富田林市中野町西２－７５－１，７６－１
大阪府豊中市蛍池西町３－４００ 大阪国際空港南貨物
地区
大阪府豊中市勝部２－１５－１
大阪府豊中市勝部３丁目５－３１
大阪府豊中市庄内宝町３－２－１
大阪府豊中市神州町２－８１
大阪府豊中市二葉町２－６－３０
大阪府豊中市箕輪３－７－１
大阪府寝屋川市河北中町３７番２号
大阪府寝屋川市葛原１－３２－１６
大阪府寝屋川市葛原２丁目８番１８号
大阪府寝屋川市新家１－６－７
大阪府寝屋川市大成町１２－８
大阪府寝屋川市池田３－６－２１
大阪府寝屋川市点野２－５－２
大阪府寝屋川市豊里町１－１２
大阪府寝屋川市堀溝１丁目２１－１
大阪府羽曳野市羽曳が丘３丁目２５番３号
大阪府羽曳野市古市６丁目９番８号
大阪府羽曳野市蔵之内小字丁田５２０、５２１
大阪府羽曳野市島泉８－１４７－１
大阪府阪南市自然田１４７５－２
大阪府東大阪市稲田三島町２番５８号
大阪府東大阪市横小路町５丁目７番３５号
大阪府東大阪市加納１－６－１１
大阪府東大阪市加納５－３－１５
大阪府東大阪市加納６丁目１番３９号
大阪府東大阪市加納６丁目２－１６，１７
大阪府東大阪市角田３丁目１０番８号
大阪府東大阪市吉原２０７－２，２０８－５，２１３－
２仮換地１１０街区（４符号）
大阪府東大阪市吉田下島１４－１２
大阪府東大阪市吉田下島４－２８
大阪府東大阪市玉串町東１丁目５９２番５
大阪府東大阪市古箕輪１丁目３番５号
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電話番号
0721-25-5290
06-6398-7851
06-6858-5263
06-6840-5810
06-6331-1254
06-6334-5478
06-6331-1141
06-6843-0123
072-824-8113
072-827-6057
080-5045-1365
072-821-2149
072-821-2001
072-826-5186
072-839-2668
072-835-1141
072-822-1501
072-957-6155
072-950-5510
072-956-7800
0729-54-6192
072-473-0818
06-6745-0401
072-987-1125
072-962-8201
072-870-1955
072-960-4776
072-869-6363
072-967-6060
072-966-3359
072-964-8384
072-968-0527
080-5481-5316
072-965-3051

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
金子運送株式会社 本社営業所
株式会社大西運送エクスプレス 本社営業所
村野運送株式会社 本店
株式会社ベストランス 東大阪営業所
埼玉プロイコム株式会社 大阪営業所
有限会社シンク大阪 本社
生野運送株式会社 本社営業所
本山運輸株式会社 本社営業所
有限会社トラストライン 東大阪営業所
株式会社ハルテ物流サービス 本社営業所
株式会社廣和物流 本社営業所
第一貨物株式会社 大阪支店
関西配送株式会社 本社営業所
協伸運輸株式会社 大阪営業所
幸栄流通株式会社 本社営業所
市川運送株式会社 本社営業所
丸一運輸株式会社 大阪営業所
平田運送株式会社 髙井田営業所
株式会社中原運輸 本社営業所
山口運送株式会社 本社
株式会社藤元産業 本社営業所
ワールド運輸株式会社 東大阪営業所
株式会社コンシェルジュ 東大阪営業所
株式会社ナワショウ 本社営業所
日の出運輸株式会社 本社営業所
丸協運輸株式会社 本社営業所
大信運輸倉庫株式会社 鴻池営業所
株式会社グリーンライズ 本社営業所
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
三晃運輸株式会社 本社営業所
株式会社ジャスト 本社営業所
株式会社カイウン 楠根営業所
玉村運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 ハンガー営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府東大阪市御厨栄町２丁目６番５号
大阪府東大阪市御厨東二丁目１３番３８号
大阪府東大阪市高井田元町１－１４－２２
大阪府東大阪市高井田中３－２－５
大阪府東大阪市今米２－５－２８
大阪府東大阪市今米二丁目６番５０号
大阪府東大阪市渋川町３－３－３
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４－４－２５
大阪府東大阪市新庄西２番５号
大阪府東大阪市水走１丁目１７－３９
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３－６－２５
大阪府東大阪市水走４－１－３
大阪府東大阪市西石切町４丁目３番４０号
大阪府東大阪市川中２－７
大阪府東大阪市川田１－６－３３
大阪府東大阪市川俣１－９－１０
大阪府東大阪市善根寺町４－７－３６
大阪府東大阪市鷹殿町１７－１７
大阪府東大阪市池島町１－５－２８
大阪府東大阪市中新開１丁目３番１７号
大阪府東大阪市中石切町６丁目４番１７号
大阪府東大阪市中石切町７丁目２番５号
大阪府東大阪市長田３－３－２０
大阪府東大阪市長田３－６－１０
大阪府東大阪市東鴻池町４－３－４０
大阪府東大阪市東鴻池町５丁目６番５６号
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２－４－１１
大阪府東大阪市楠根２－６－３０
大阪府東大阪市楠根２－８８
大阪府東大阪市楠根２－９３－１、２、３、９
大阪府東大阪市菱江２－１６－５
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電話番号
06-6781-8531
06-6788-5551
06-6781-0422
06-6618-8703
0729-64-1515
072-962-9200
06-6727-6060
06-6727-1001
072-960-0905
06-6744-8100
072-960-8123
072-966-8550
072-960-0811
0729-65-2996
072-988-4801
072-961-4543
072-962-4421
06-6784-0150
072-986-1305
072-985-5444
072-980-5511
072-967-7361
072-980-8478
072-980-7003
06-6981-2650
06-6788-9676
072-963-9330
072-965-7103
06-6911-1553
072-985-2021
06-6745-1526
06-6747-3375
06-6968-1651
06-6748-2560
072-965-6555

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

吹田市

枚方市

事業所名
佐川急便株式会社 東大阪営業所
株式会社東徳運輸 本社営業所
内山運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪宝町支店
有限会社トップラインサービス 本社営業所
柴又運輸株式会社 大阪
トナミ運輸株式会社 東大阪支店
久留米運送株式会社 東大阪支店
中越運送株式会社 東大阪営業所
鴻池運輸株式会社 東大阪流通センター営業所
有限会社徳運送店 本社営業所
ヨーコーサービス有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 吹田北支店
日本フレートライナー株式会社 関西支店
株式会社引越社関西 吹田
有限会社誠弘運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田泉町センター
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 千里支店
株式会社西岡屋 本社営業所
木下倉庫運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田支店
株式会社丸和運輸機関 大阪営業所
大信物流輸送株式会社 大阪車庫営業所
コフジ物流株式会社 本社営業所
コムターズ物流株式会社 本社営業所
株式会社ロジステックネットワーク 大阪営業所
佐川急便株式会社 枚方営業所
大徳運輸株式会社 大阪営業所
間口ランドサービス株式会社 北摂営業所
サカエ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方南支店
高圓運輸株式会社 本社営業所
株式会社共英メソナ 枚方営業所
篠崎運輸株式会社 大阪営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 枚方営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府東大阪市菱江３－１５－６０
大阪府東大阪市布市町３丁目４番１号
大阪府東大阪市宝町１－２８
大阪府東大阪市宝町２３番５３号
大阪府東大阪市本庄１丁目１３番２２号
大阪府東大阪市本庄西３－９－５
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４番９０号
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市末広町１０－１６
大阪府東大阪市箕輪２丁目２番２９号
大阪府吹田市山田北２９９０，２９７２－１
大阪府吹田市芝田町１番２２号
大阪府吹田市青葉丘南６番２３号
大阪府吹田市川岸町５番２０号
大阪府吹田市泉町３丁目１９番３６号
大阪府吹田市津雲台７－７－１８
大阪府吹田市南金田２－７－１４
大阪府吹田市南吹田３－３－５０
大阪府吹田市南吹田４－４４０７－３，４
大阪府吹田市南吹田４丁目１９－５
大阪府枚方市出屋敷西町２－１１－２０
大阪府枚方市春日西町３丁目４５－１
大阪府枚方市招提大谷２－１０－１
大阪府枚方市招提大谷２丁目１６－８
大阪府枚方市招提田近１－１０－４
大阪府枚方市招提田近１－８－５
大阪府枚方市招提田近３丁目１１番
大阪府枚方市上野３－５－１
大阪府枚方市村野西町２８４－１
大阪府枚方市池之宮４－７－２１
大阪府枚方市中宮大池２－２０－１
大阪府枚方市長尾家具町１丁目８－４
大阪府枚方市長尾家具町３－７－３
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電話番号
072-962-3399
072-981-1006
072-981-2194
080-5045-1176
072-967-6860
06-6748-9700
06-6747-6011
06-6747-7631
06-6747-6821
06-6744-0271
072-985-9733
072-964-1575
06-6813-8020
06-7661-6611
06-4864-2626
06-6318-4555
06-6310-9616
06-6831-5001
06-6385-9551
06-6385-3232
06-6338-8564
06-6378-5190
072-396-1045
072-859-2135
072-856-2303
072-836-7700
072-855-5200
072-850-2160
072-864-5251
072-840-2654
080-5045-1392
072-805-9177
072-898-0705
072-864-0369
072-851-0011

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ケイユウロジスティクス株式会社 本社営業所

藤井寺市
松原市

箕面市

守口市

八尾市

有限会社安田大阪運送社 本社
日本梱包運輸倉庫株式会社 大阪営業所
株式会社ロジス・ワークス 関西流通センター
キユーソーティス株式会社 枚方営業所
佐川急便株式会社 藤井寺営業所
西濃運輸株式会社 松原支店
福山通運株式会社 松原支店
株式会社ヤマザキ物流 大阪第二営業所
大阪運輸株式会社 本社営業所
株式会社引越社関西 松原
ヤマト運輸株式会社 千里中央支店
ヤマト運輸株式会社 箕面新稲センター
佐川急便株式会社 箕面営業所
ヤマト運輸株式会社 箕面船場支店
株式会社山三 大阪営業所
株式会社ロードカンパニー 守口営業所
株式会社谷山運送 本社
谷正運輸株式会社 本社営業所
守口実業株式会社 本社営業所
株式会社引越社関西 大阪中央
西川自動車株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾宮町センター
親和運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 天王寺支店
有限会社やよい物流サービス 本社営業所
株式会社山里物流サービス 本社営業所
株式会社大通 本社
トールエクスプレスジャパン株式会社 東大阪支店
株式会社サカイ引越センター 東大阪支社
河内商事株式会社 本社営業所
明治ロジテック株式会社 八尾食品物流センター
スギヤマ物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社丸運 八尾物流センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府枚方市長尾家具町３丁目５番１９号 メゾンデー
ル４０６
大阪府枚方市津田東町２－３６－１１
大阪府枚方市堂山東町１番１３号
大阪府枚方市南中振３丁目７０番１０号
大阪府枚方市野村中町２２８番
大阪府藤井寺市津堂２－１１－１０
大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号
大阪府松原市三宅西２丁目４６６－７
大阪府松原市新堂１－５２５－１
大阪府松原市大堀２－１６－１５
大阪府松原市天美我堂６－９４－３
大阪府箕面市今宮２丁目６７－１
大阪府箕面市石丸１－６７１－１
大阪府箕面市船場東１－５－１３
大阪府箕面市船場東２－８－２１
大阪府守口市金田町２丁目２８－２０
大阪府守口市佐太中町１丁目９番２１号
大阪府守口市東郷通２－１４－１８
大阪府守口市南寺方東通４－２１－２４
大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号
大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（２Ｆ）
大阪府八尾市久宝寺５－３－４
大阪府八尾市宮町３丁目４番７４号
大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号
大阪府八尾市神武町２番２４号
大阪府八尾市水越１丁目４番地の１
大阪府八尾市水越１丁目４番地の１
大阪府八尾市西弓削２丁目２０３番地
大阪府八尾市西高安町４－７１
大阪府八尾市太田４－１４－１
大阪府八尾市東老原１丁目１２番地
大阪府八尾市南亀井町４丁目４番２４号
大阪府八尾市南小阪合町１－１－２３
大阪府八尾市南木ノ本４１０－１，４１０－２
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電話番号
072-856-0637
072-859-4181
072-847-3361
072-833-4163
072-897-5731
072-952-3900
06-4802-3025
072-337-2300
072-339-7027
072-334-6868
072-336-2626
072-749-3933
080-5045-1348
072-727-5522
080-5045-1354
06-6901-3081
06-6907-4060
06-6996-1633
06-6998-5695
06-6991-1125
06-6994-6060
072-993-2234
080-6699-5449
072-925-0051
072-991-5211
072-940-3651
072-940-3651
072-948-0840
0729-23-0801
072-949-5141
072-991-0631
072-925-5585
072-991-3000
072-923-4867

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社大有 八尾営業所
八尾運送株式会社 本社営業所
新興運輸株式会社 本社営業所
杉山エキスプレス株式会社 本社営業所
角野運輸商事株式会社 本社営業所

泉南郡

北港運輸株式会社 南大阪支店

泉北郡

西尾運送株式会社 本社営業所
エスワイ物流株式会社 本社
有限会社山本運送店 本社営業所
有限会社マルゲンビジネス 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

南河内郡

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
大阪府八尾市楠根町２丁目４９－４
大阪府八尾市北木の本５－２３－１
大阪府八尾市老原７丁目８８－１
大阪府八尾市老原９丁目２５番地
大阪府八尾市老原七丁目８８番地１
大阪府泉南郡熊取町朝代西１丁目９５０ 住友電工ファ
インポリマー内
大阪府泉北郡忠岡町新浜１－１－５
大阪府泉北郡忠岡町新浜２－２－２０
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３－３－３７
大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目８番１号
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分４１０番地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番地の１２
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電話番号
072-999-5304
072-922-6601
072-928-0010
072-991-3000
072-940-1288
072-453-4560
072-438-0123
072-436-3200
0725-22-1446
0725-33-3906
0721-72-7787
0721-98-5005
0721-98-6558

主な輸送品目（任意掲載）

