平成２４年度貨物自動車運送事業安全性評価事業 安全性優良事業所 （北海道）
地区名 市区郡名
札幌

札幌市

事業所名

住所

ヤマト運輸株式会社 札幌厚別支店
ヤマト運輸株式会社 札幌主管支店
タイヨウ株式会社 重機車輌部
三陽興発株式会社本社
株式会社ベストユニティ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌新発寒支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 札幌西支店
ヤマト運輸株式会社 札幌清田支店
晃亜興業株式会社 本社営業所
ワールドトランス株式会社 本社営業所
エムズメッセ株式会社 本社営業所
星野運輸株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 札幌支社
株式会社エス・ケー・ライン本社営業所
豊平運輸機工株式会社 本社営業所
さくら運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヤマカ山加運輸発寒営業所
株式会社北海道デイリーサービス本社営業所
エア・ウォーター物流株式会 社発寒営業所
株式会社札幌輸送サービス 本社営業所
日本チルド物流株式会社 札幌事業所
ヤマト運輸株式会社 札幌琴似支店
有限会社北海道家具運輸 本社営業所
札幌パブリック警備保障株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌中央南支店
アクロストランスポート株式会社札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌中央西支店
ヤマト運輸株式会社 札幌円山センター
日通札幌市場荷扱サービス株式会社 市場営業所
日本通運株式会社北海道警送支店 札幌警送事業所
札樽自動車運輸株式会社札幌中央支店
ヤマト運輸株式会社 札幌大通西センター
株式会社ルート 札幌営業所
山登運輸株式会社 本社営業所
株式会社たまき運輸 本社営業所
北海道福山通運株式会社 本社営業所
北海道レック株式会社 本社営業所
胆西運輸株式会社 苗穂営業所
株式会社増田牛乳運送社本社
ヤマト運輸株式会社札幌伏古センター
株式会社大真運輸 本社営業所
株式会社ブラザー輸送本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社札幌支店
ヤマト運輸株式会社 札幌元町センター
ヤマト運輸株式会社 札幌東支店
株式会社北海道丸和ロジスティクス 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社札幌北支店
ヤマト運輸株式会社 中島公園センター
武田運輸株式会社 本社営業所
南進建設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌南支店
光富運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東札幌支店
麻生運送株式会社 本社営業所
アポロ運輸株式会社 本社営業所
株式会社富田通商 札幌支店
株式会社ワールドサプライ 札幌営業所
株式会社公益社 南郷齋場
共通運送株式会社 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 札幌南支店

北海道札幌市厚別区厚別西１条５丁目４－１
北海道札幌市厚別区厚別中央３条１丁目２番３０号
北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番４１号
北海道札幌市厚別区厚別中央５条１丁目４－３１
北海道札幌市手稲区曙１１条２丁目３－２０
北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目４番４０号
北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目５番７号
北海道札幌市清田区美しが丘１条２丁目１－３０
北海道札幌市清田区美しが丘２条４丁目１８番３号
北海道札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１４号
北海道札幌市清田区平岡３条３丁目３０番７号
北海道札幌市清田区北野２条１丁目５番１０号
北海道札幌市西区西野２－９－５－２３
北海道札幌市西区二十四軒１条１丁目１－４１
北海道札幌市西区発寒１０条１３丁目１番１号
北海道札幌市西区発寒１３条１３丁目２番４０号
北海道札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７８番地１４
北海道札幌市西区発寒１４条１１丁目１０２番５０６
北海道札幌市西区発寒１５条１３丁目２番３０号
北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目６番３０号
北海道札幌市西区発寒１６条３丁目１番２７号
北海道札幌市西区発寒６条４丁目６－７
北海道札幌市西区発寒８条９丁目３番３号
北海道札幌市中央区大通西１１丁目４番地
北海道札幌市中央区南２１条西６丁目１－２５
北海道札幌市中央区北１０条西１７丁目３６－１３
北海道札幌市中央区北１０条西１９丁目３６－１９０
北海道札幌市中央区北１０条西２４丁目３－１
北海道札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１号
北海道札幌市中央区北２条東１１丁目２３番地２１
北海道札幌市中央区北２条東１６丁目２－１
北海道札幌市中央区北７条西２１丁目２番１号
北海道札幌市東区中沼西１条１丁目７番１号
北海道札幌市東区東雁来４条１丁目１番２３号
北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目１４－２３
北海道札幌市東区東苗穂四条三丁目２番１８号
北海道札幌市東区苗穂町３丁目４番４７号
北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番２号
北海道札幌市東区伏古２条４丁目１０番２６号
北海道札幌市東区伏古３条４丁目１－１０
北海道札幌市東区北１９条東１丁目４番１４号
北海道札幌市東区北２８条東９丁目４０４番地１１６
北海道札幌市東区北３０条東１６丁目１－２
北海道札幌市東区北３２条東１０丁目１－５
北海道札幌市東区北３７条東２５丁目１－１７
北海道札幌市東区北３７条東２８丁目５－１
北海道札幌市東区北４０条東１丁目８０３－１
北海道札幌市東区北８条東２丁目１－２５ 中央食糧１Ｆ
北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目２番７号
北海道札幌市南区石山１条１丁目８１-３６
北海道札幌市南区石山東１丁目３－１
北海道札幌市南区川沿６条３丁目８番２７号
北海道札幌市白石区菊水元町２条２丁目１－１
北海道札幌市白石区菊水元町８条１丁目５－３
北海道札幌市白石区菊水上町４条４丁目１５番１号
北海道札幌市白石区中央１条１丁目１－３
北海道札幌市白石区中央１条３丁目６番１号，２
北海道札幌市白石区南郷通１５丁目北８番２７号
北海道札幌市白石区平和通１１丁目北６番１９号
北海道札幌市白石区平和通１３丁目北３－３１
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H25.1.21
電話番号
011-891-7481
011-891-7481
011-871-6901
011-891-1128
011-695-7200
080-5043-0330
011-669-5533
080-5043-0701
011-883-5211
011-886-3950
011-884-0862
011-882-1821
011-676-1141
011-611-0591
011-661-3380
011-661-9477
011-330-1000
011-664-2154
011-662-5587
011-663-0770
011-668-3552
080-5068-0782
011-665-1251
011-281-3521
080-5043-0553
011-623-5700
080-5043-0491
080-5451-7607
011-641-7411
011-200-0171
011-233-5511
080-5043-0496
011-776-6696
011-781-4111
011-790-5888
011-782-2611
011-721-4054
011-741-3257
011-781-2996
011-891-7481
011-753-1161
011-741-3171
011-786-8488
011-891-7481
011-891-7481
011-780-7890
080-5451-8903
080-6698-5817
011-782-5861
011-581-7701
080-5043-0568
011-571-6058
080-5451-4762
011-887-7801
011-841-7100
011-827-8135
011-818-3070
011-861-4242
011-862-8288
011-867-5311

地区名 市区郡名

事業所名

住所

西武運輸株式会社 札幌貨物センター
参商輸送株式会社 本社営業所
北海道Ｆ＆Ｃサービス株式会社札幌営業所
共通商事株式会社 本社営業所
北海万豊運輸株式会社 本社営業所
有限会社中原興業 本社営業所
株式会社大日テックランナー本社営業所
有限会社日本総合物流 本社営業所
株式会社エス・ケー・ライン東営業所
株式会社共立空輸 本社営業所
旭川通運株式会社札幌営業所
日本フレートライナー株式会 社北海道支店札幌営業
所
北海道通運株式会社 札幌貨物ターミナル支店
日本通運株式会社札幌 コンテナ支店
日本通運株式会社 札幌自動車事業所
札幌通運株式会社 札幌支店
松岡満運輸株式会社 札幌営業所
ホッコウ物流株式会社 札幌支店
株式会社サツイチ 札幌流通センター
ヤマト運輸株式会社 札幌白石支店
開発運輸建設株式会社大谷地営業所
大立運輸株式会社 札幌営業所
奈井江北自運輸株式会社 札幌営業所
札通ロジスティックス株式会 社流通センター営業所
株式会社シズナイロゴス 札幌支店
ヤマト運輸株式会社 札幌月寒支店
ヤマト運輸株式会社 札幌栄通センター
国際空輸株式会社札幌支店
ヤマト運輸株式会社 札幌豊平支店
アポロ運輸株式会社 新琴似営業所
株式会社ロードリーム札幌本社営業所
株式会社ロードリーム 本社営業所
株式会社サツイチ本社営業部
株式会社環商事 札幌支店
株式会社さくらスマイルコーポレーション 西営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌屯田センター
ヤマト運輸株式会社 札幌北大前センター
ヤマト運輸株式会社 札幌エルム通センター
赤平市 川本運輸株式会社 本社営業所
石狩市 三方運輸建設株式会社 当別営業所
株式会社山内産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 石狩支店
日栄運輸株式会社 本社営業所
北海丸善運輸株式会社 本社
ワイエムキユーソー株式会社 札幌営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 石狩営業所
岩見沢市 株式会社道央通商 本社営業所
佐川急便株式会社 岩見沢店
株式会社トッキュウ 本社営業所
日本通運株式会社 岩見沢支店
北峰運輸株式会社 本社営業所
株式会社石北 岩見沢営業所
恵庭市 レンゴーロジスティクス株式会社 恵庭営業所
株式会社アポロライン 本社営業所
札幌牛乳運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵庭支店
大和物流株式会社 札幌営業所
武田運輸株式会社 恵庭営業所
江別市 株式会社イーグル 本社営業所
広野運輸株式会社 本社営業所
株式会社髙輪運輸 本社営業所
株式会社北海運輸 札幌営業所

電話番号

北海道札幌市白石区米里２条３丁目３番４６号
北海道札幌市白石区米里２条４丁目７番２５号
北海道札幌市白石区米里５条２丁目６番１号
北海道札幌市白石区米里５条２丁目６番３５号
北海道札幌市白石区北郷２条５丁目１０－２５
北海道札幌市白石区北郷３条２丁目１１－７
北海道札幌市白石区北郷３条９丁目８番１０号
北海道札幌市白石区北郷９条７丁目７番１８号
北海道札幌市白石区流通センター１丁目２２７－８３号
北海道札幌市白石区流通センター２丁目６番６号
北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－３１

011-873-1100
011-874-3313
011-876-1670
011-873-6688
011-879-3025
011-871-5843
011-873-4111
011-873-4541
011-860-7711
011-861-1394
011-862-3585

北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－５０

011-864-8094

北海道札幌市白石区流通センター３丁目１番３３号
北海道札幌市白石区流通センター４丁目５番１号
北海道札幌市白石区流通センター４丁目５番１号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目１番１０号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７－１１１
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７－１８８
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－３３
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－７７
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番１０号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番２１号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番２７号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番１５号
北海道札幌市白石区流通センター７丁目８番２１号
北海道札幌市豊平区月寒西２条９丁目１６－１
北海道札幌市豊平区月寒東２条３丁目８－１１
北海道札幌市豊平区美園１条３丁目３－１
北海道札幌市豊平区平岸３条２丁目１２番１
北海道札幌市北区新琴似１０条１７丁目１番２０号
北海道札幌市北区新琴似７条１２丁目３－５８
北海道札幌市北区新琴似７条１２丁目３番５８号
北海道札幌市北区新川７条１６丁目７０８－３
北海道札幌市北区新川西２条１丁目４－１５
北海道札幌市北区新川西３条１丁目１－１
北海道札幌市北区太平９条１丁目３－１０
北海道札幌市北区北１９条西７丁目２－２３
北海道札幌市北区北２０条西３丁目１－３４
北海道赤平市共和町２０１番地
北海道石狩郡当別町若葉１３６８番８の２
北海道石狩郡当別町六軒町１５番地１
北海道石狩市花川東１条３丁目４－１
北海道石狩市新港西１丁目７００－６
北海道石狩市新港西１丁目７６５－２
北海道石狩市新港西２－７９７－１
北海道石狩市新港南２丁目７１８－２
北海道岩見沢市２条東１３丁目－３
北海道岩見沢市東町１９１－３
北海道岩見沢市栗沢町最上４９８番地９
北海道岩見沢市上幌向町５４２－２０
北海道岩見沢市岡山町１２番２９
北海道岩見沢市岡山町１２番３８号
北海道恵庭市戸磯４７番１４
北海道恵庭市戸磯５９５番地１２
北海道恵庭市戸磯７６番地７
北海道恵庭市柏陽町３丁目１－１０
北海道恵庭市白樺町４丁目２番１号
北海道恵庭市北柏木町３丁目１６０－１
北海道江別市角山２１５番地３１
北海道江別市角山７１番地５２号
北海道江別市工栄町２２番地５
北海道江別市工栄町５－７ オシキリ食品２Ｆ

011-861-2221
011-864-3315
011-864-1630
011-862-2531
011-863-1110
011-865-4313
011-861-8121
080-5043-0719
011-864-6751
011-862-3330
011-861-8336
011-863-2080
011-893-8711
080-5043-0367
080-5045-2758
011-812-0232
080-5068-0050
011-764-0066
011-768-5177
011-763-5177
011-766-3353
011-769-2511
011-766-5131
080-5043-0523
080-5043-0281
080-5043-0279
0125-32-6391
0133-23-2636
0133-25-2225
080-5043-0616
0133-73-2071
0133-74-2475
0133-76-2331
0133-64-2509
0126-23-3584
0126-24-7225
0126-45-2792
0126-26-4600
0126-24-4400
0126-22-4411
0123-39-3811
0123-39-2020
0123-33-8995
0123-33-1103
0123-32-2447
0123-33-5861
011-391-0710
011-391-6255
011-383-6288
011-381-0400
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地区名 市区郡名

函館

事業所名

住所

株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店小樽事
業所
株式会社杉本運輸 本社営業所
日通小樽運輸株式会社 本社営業所
有限会社嶋﨑産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小樽銭函センター
有限会社フレッシュ・トランスポート 札幌営業所
ヤマダイ大作運輸株式会社 札幌営業所
株式会社トッキュウ 札幌北営業所
ヤマト運輸株式会社 小樽支店
新洋運送株式会社 本社
札樽自動車運輸株式会社 小樽営業所
共立運輸株式会社 本社営業所
北広島市 有限会社道南エース本社営業所
北海道ミツウロコ株式会社本社営業所
大丸北海道陸送株式会社本社営業所
株式会社さくらスマイルコーポレーション南営業所
北方運輸建設株式会社北広島営業所
栗林海陸輸送株式会社新聞輸送所
株式会社エフ・シー・ティー本社営業所
北海道エース物流株式会社本社営業所
ノーストランス株式会社札幌営業所
ユート運輸倉庫株式会社本社営業所
共進運輸株式会社札幌営業所
砂川市 滝川小型自動車運送有限会社 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 滝川営業所
滝川市 日本通運株式会社 滝川支店
日通札幌運輸株式会社 滝川営業所
千歳市 株式会社戸田運輸 本社営業所
日本通運株式会社 北海道重機建設支店
株式会社エスワイプロモーション 札幌営業所
株式会社シーエムシーネット通商 千歳営業所
日本通運株式会社 キリンビール事業所
北海道北港運輸株式会社 本社営業所
株式会社トランシス 本社
エア・ウォーター物流株式会社 ＢＴ千歳センター
名鉄ゴールデン航空株式会社 千歳空港営業所
株式会社共立空輸 千歳
美唄市 対馬運送株式会社 本社営業所
株式会社環商事 本社営業所
夕張市 ヤマト運輸株式会社夕張支店
虻田郡 牧野工業株式会社 本社営業所
喜茂別北自運輸有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 羊蹄支店
株式会社京極運輸 本社営業所
ニセコ運輸有限会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 倶知安営業所
佐川急便株式会社 倶知安店
樺戸郡 有限会社北新物流 本社営業所
誠和運輸株式会社 本社営業所
寿都郡 ヤマト運輸株式会社 北海道寿都センター
空知郡 有限会社梅澤興業 本社営業所
余市郡 ヤマト運輸株式会社 余市センター
函館市 ヤマト運輸株式会社 函館いさりび通りセンター
日本通運株式会社 物流センター
ヤマカ運輸株式会社 本社営業所
西武運輸株式会社 函館営業所
株式会社猖々谷建設 本社営業所
株式会社金澤運送 本社営業所
有限会社道南エース 函館営業所
共栄陸運株式会社 本社営業所
株式会社函館小型運送 本社営業所
東一運送株式会社 本社営業所
ヤマダイ大作運輸株式会社 本社営業所
小樽市

電話番号

北海道小樽市塩谷１丁目１番３６号

0134-26-2550

北海道小樽市奥沢４丁目１７番１２号
北海道小樽市色内３丁目１１番４号
北海道小樽市船浜町１１４番地１１
北海道小樽市銭函３丁目５１９－１６
北海道小樽市銭函５－５０－６
北海道小樽市銭函５丁目５０－４
北海道小樽市銭函５丁目５８－１４
北海道小樽市築港５０－７３
北海道小樽市築港５０番１５号
北海道小樽市築港５０番２４号
北海道小樽市有幌町１－１
北海道北広島市希望ヶ丘１丁目２番地３
北海道北広島市共栄２３番地
北海道北広島市大曲２番地６
北海道北広島市大曲工業団地２丁目５－６
北海道北広島市大曲工業団地３丁目４－１
北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番８
北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地５
北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地９
北海道北広島市大曲並木１丁目３番地１
北海道北広島市大曲並木２丁目２番地７
北海道北広島市輪厚中央１丁目１－１３
北海道砂川市空知太東１条４丁目１番３９号
北海道砂川市空知太西１条４丁目１０３－３
北海道滝川市流通団地２丁目１－１９
北海道滝川市流通団地２丁目１番１９号
北海道千歳市上長都１０３９番地
北海道千歳市上長都１０５７番地２１
北海道千歳市上長都１１１９－２
北海道千歳市上長都３－１ コープさっぽろ千歳センター内
北海道千歳市上長都９４４番地１
北海道千歳市泉沢１００７－９２
北海道千歳市泉沢１００７番１８４
北海道千歳市泉沢１００７番地５８－２
北海道千歳市平和 新千歳空港代理店貨物ビル内
北海道千歳市平和１３８８－１６
北海道美唄市字美唄１３９２番地の９
北海道美唄市東６条北５丁目３－１
北海道夕張市紅葉山４７１－１
北海道虻田郡ニセコ町字里見６１－１
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別１２番地の１
北海道虻田郡京極町字京極１９番地
北海道虻田郡京極町字春日１１３番地
北海道虻田郡倶知安町字峠下１２８番地１
北海道虻田郡倶知安町南３条東４丁目５番８号
北海道虻田郡倶知安町北４条西４丁目３－１
北海道樺戸郡新十津川町字弥生３－７，３－１５
北海道樺戸郡新十津川町字弥生７－４０
北海道寿都郡寿都町字新栄町１６８－２
北海道空知郡奈井江町字茶志内１７７９番地１５
北海道余市郡余市町富沢町５丁目７８
北海道函館市金堀町２番６号
北海道函館市港町１－３５－７
北海道函館市高松町５０５番地１２
北海道函館市高松町５０８－７
北海道函館市高松町５７５－２７０
北海道函館市昭和２－９－８
北海道函館市西桔梗５８９－４１
北海道函館市西桔梗町５８９
北海道函館市西桔梗町５８９－１４２
北海道函館市西桔梗町５８９－１４４
北海道函館市西桔梗町５８９－４９

0134-23-6201
0134-23-8844
0134-52-3564
0134-62-0810
0133-76-2226
0133-75-8008
080-3459-3094
0134-34-3531
0134-27-2251
0134-23-2131
0134-25-4541
011-377-7288
011-372-2400
011-377-7788
011-377-8195
011-377-2888
011-377-9580
011-377-9651
011-376-2558
011-377-1451
011-377-8485
011-377-8876
0125-53-3517
0125-53-3340
0125-22-2151
0125-22-6340
0123-23-2669
0123-22-8811
0123-22-1141
080-3265-1660
0123-22-4110
0123-28-4363
0123-28-5000
0123-28-1192
0123-23-5501
0123-23-3336
0126-63-4131
0126-62-6621
0123-58-3063
0136-44-2280
0136-33-2743
0136-42-2302
0136-42-2366
0136-22-0745
0136-23-4311
0136-23-1155
0125-76-3232
0125-76-2458
0136-62-3920
0125-65-2192
0135-23-6496
0138-54-1710
0138-43-5115
0138-59-1902
0138-57-4133
0138-57-5043
0138-42-5596
0138-48-5188
0138-49-5551
0138-49-5131
0138-49-5522
0138-49-8119
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地区名 市区郡名

北斗市

亀田市

茅部郡
久遠郡
二海郡

山越郡
室蘭

室蘭市
伊達市
小牧市

登別市

様似郡
白老郡

事業所名

住所

株式会社山田運送 本社営業所
ハクセン貨物運送株式会社 西桔梗営業所
株式会社佐々木自動車運送 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 函館支店
有限会社オクノ物流 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店函館事
業所
日本図書輸送株式会社 函館営業所
日通函館運輸株式会社 本社営業所
株式会社サントー 函館営業所
キョーツー株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 函館営業所
八潮運輸株式会社 本社営業所
北日本陸運株式会 社本社営業所
株式会社羽衣運輸 本社営業所
日通ガスサポート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 あかまつ街道センター
有限会社鈴木運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社鹿部センター
ヤマト運輸株式会社函館大沼支店
ヤマト運輸株式会社長万部支店
弘産工業株式会社本社営業所
松岡満運輸株式会社 八雲営業所
札樽自動車運輸株式会社八雲営業所
ヤマト運輸株式会社長万部センター
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店室蘭事
業所
松岡満運輸株式会社 室蘭営業所
胆西運輸株式会社 伊達営業所
株式会社エネックス北海道支店苫小牧営業所
北海道エネルギー輸送株式会社 苫小牧営業所
株式会社ニヤクコーポレーション北海道支店苫小牧事
業所
北旺運輸株式会社 本社営業所
ナラサキスタックス株式会社 苫小牧営業所
東和運輸株式会社 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社沼の端営業所
栄光運輸株式会社 苫小牧支店
藤井石油輸送株式会社 本社営業所
旭新運輸株式会社 苫小牧支店
佐川急便株式会社苫小牧店
興菱商事株式会社 苫小牧営業所
協伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社ホベツ運輸 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 苫小牧営業所
岩倉海陸運輸株式会社 本社営業所
トヨタ輸送株式会社 苫小牧営業所
栗林海陸輸送株式会社 本社営業所
極東運輸株式会社 苫小牧営業所
株式会社ブルーハイウェイエクスプレス 北海道本社
営業所
菱中自動車運輸株式会社 本社営業所
株式会社高正自動車陸送 本社営業所
株式会社フジトランスライナー 苫小牧営業所
綜合警備保障株式会社 北海道支社苫小牧支店
有限会社北海物流サービス 苫小牧営業所
アヅマ石油荷役サービス株式会社 苫小牧西営業所
松岡満運輸株式会社 苫小牧支店
日正運輸株式会社 北海道営業所
日本郵便輸送株式会社 苫小牧営業所
室蘭海陸通運株式会社 登別営業所

電話番号

北海道函館市西桔梗町５９３番１
北海道函館市西桔梗町８１９－４
北海道函館市西桔梗町８１９－６
北海道函館市浅野町１－１
北海道函館市日吉町４丁目７番６３号

0138-50-8500
0138-49-7837
0138-47-0647
0138-42-4411
0138-32-6851

北海道北斗市七重浜８丁目１２番３号

0138-49-2078

北海道北斗市追分３－４－１０
北海道北斗市追分３－６－３
北海道北斗市追分３丁目１番７号
北海道北斗市追分３丁目２番８号
北海道北斗市追分４丁目１３－８
北海道北斗市萩野３５－４
北海道亀田郡七飯町字上藤城３９番地２
北海道亀田郡七飯町字大沼町８１５－２
北海道亀田郡七飯町字中島２０８番地の１
北海道亀田郡七飯町大川１丁目６番５号
北海道亀田郡七飯町大川５丁目３９－５
北海道茅部郡鹿部町字宮浜３５３番２
北海道茅部郡森町森川町２９１－８６
北海道久遠郡せたな町北桧山区北桧山２１１－５
北海道二海郡八雲町花浦２５９－１
北海道二海郡八雲町立岩５５番地３０
北海道二海郡八雲町立岩７１－１３
北海道山越郡長万部町字平里１２－１２１

0138-49-3702
0138-49-3334
0138-48-0054
0138-48-6288
0138-49-0500
0138-84-8400
0138-66-4800
0138-67-2579
0138-66-3121
0138-65-0611
0138-66-2061
01372-7-5054
01374-2-4729
0137-84-5931
0137-62-4110
0137-63-4600
0137-65-2111
01377-2-2822

北海道室蘭市港北町１丁目２４－９

0143-55-5131

北海道室蘭市東町１丁目２番地５
北海道伊達市弄月町６７番地
北海道苫小牧市あけぼの町１丁目３番１２号
北海道苫小牧市あけぼの町３丁目６番９号

0143-44-4607
0142-23-3588
0144-55-2035
0144-57-3446

北海道苫小牧市あけぼの町５丁目１番１６号

0144-55-4728

北海道苫小牧市一本松町６番地３
北海道苫小牧市元中野町２丁目１３番２４号
北海道苫小牧市字沼ノ端２－２８
北海道苫小牧市字沼ノ端２番地７７
北海道苫小牧市字沼ノ端９２２番２号
北海道苫小牧市字勇払１２８番地
北海道苫小牧市字勇払１４９番地１０
北海道苫小牧市沼ノ端４８番３号
北海道苫小牧市新開町２－１０－５
北海道苫小牧市新開町２丁目６番３号
北海道苫小牧市新明町１丁目２－５
北海道苫小牧市新明町１丁目４番１５号
北海道苫小牧市新明町３丁目５番９号
北海道苫小牧市新明町４丁目１－５
北海道苫小牧市新明町４丁目２２－３
北海道苫小牧市新明町５丁目２番６号

0144-55-5121
0144-35-0171
0144-56-0090
0144-57-2936
0144-55-5510
0144-52-2345
0144-56-1813
0144-55-0423
0144-55-6211
0144-55-4047
0144-55-2550
0144-55-0421
0144-55-7373
0144-55-4721
0144-55-3001
0144-55-4425

北海道苫小牧市晴海町４３番地５１

0144-57-3007

北海道苫小牧市晴海町４３番地の４９
北海道苫小牧市船見町２丁目１－１２
北海道苫小牧市船見町２丁目５－３
北海道苫小牧市双葉町１丁目１番１号
北海道苫小牧市柏原６－３０４
北海道苫小牧市豊川町３丁目２２番２４号
北海道苫小牧市柳町１丁目２番２
北海道苫小牧市勇払２７９－１５
北海道苫小牧市有明町２丁目１１番２２号
北海道登別市幸町４丁目９番２

0144-55-3441
0144-32-5543
0144-33-3410
0144-34-2780
0144-55-0684
0144-74-9916
0144-55-3411
0144-55-7701
0144-72-8690
0143-85-2862

株式会社シーエムシーネット通商室蘭営業所

北海道登別市大和町２丁目１３番地 生活協同組合
コープさっぽろ宅配事業本部室蘭センター内

0143-88-3720

日本通運株式会社 様似営業所
株式会社エス・ケー・ライン 白老営業所

北海道様似郡様似町港町１０番１
北海道白老郡白老町字石山７１－９の内

0146-36-2411
0144-83-6004
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地区名 市区郡名

日高郡
有珠郡
勇払郡

旭川

帯広

旭川市

事業所名

住所

電話番号

旭新運輸株式会社 白老営業所
ヤマト運輸株式会社 白老センター
佐川急便株式会社 静内店
壮瞥貨物運輸株式会 社本社営業所
日豊運輸株式会社 厚真営業所
ノーザントランスポートサービス株式会社 苫小牧営
業所
株式会社北海小型運輸 本社営業所
三栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 旭川事業所
旭川陸送有限会社 本社営業所
北興運輸株式会社 本社営業所
旭川通運株式会社 旭川営業所
日本通運株式会社 旭川警送事業所
幸和運輸株式会社 旭川営業所
北海道福山通運株式会社 旭川支店
日本図書輸送株式会社 旭川営業所
株式会社新聞発送センター 本社営業所
有限会社東豊運輸 本社営業所

北海道白老郡白老町字北吉原２２７番地
北海道白老郡白老町石山９－３４
北海道日高郡新ひだか町静内末広町３－４－６
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町２８３－８
北海道勇払郡厚真町錦町１０番地２

0144-83-2323
0144-83-3886
0146-42-8811
0142-66-2221
0145-26-7688

北海道勇払郡厚真町浜厚真３４番１号

0145-26-8522

北海道旭川市永山１条１丁目１番６０号
北海道旭川市永山北２条１１丁目３６番地の５
北海道旭川市永山北２条７－１０－１
北海道旭川市永山北２条７丁目１９番地
北海道旭川市永山北２条７丁目２３番地３
北海道旭川市永山北２条８丁目１４－１
北海道旭川市宮下通１丁目２３番地１
北海道旭川市近文町１７丁目２７８４－１
北海道旭川市工業団地１条２丁目３番２号
北海道旭川市工業団地２条２－１－１８
北海道旭川市工業団地４条３丁目２番１６号
北海道旭川市東光９条８丁目５番２号

0166-26-1000
0166-47-6245
0166-48-4156
0166-48-3286
0166-48-1241
0166-40-1011
0166-22-7264
0166-53-8279
0166-36-3433
0166-36-4595
0166-36-7833
0166-32-9852

札幌新聞輸送株式会社 旭川営業所

北海道旭川市東鷹栖４線１０号４－１３

0166-57-3321

北海道旭川市東鷹栖４線１０号４番地の１０
北海道旭川市東鷹栖４線１０号５番地４
北海道旭川市東鷹栖４線１０号６番地２
北海道旭川市東鷹栖４線１０号９－４
北海道旭川市東鷹栖東１条６丁目６７３－５３
北海道旭川市豊岡６条４丁目１１番１６号
北海道旭川市流通団地１条４丁目５０番
北海道旭川市流通団地２条３丁目２７番地
北海道富良野市山部東町１番１９号
北海道士別市西４条１１丁目４４９番地１
北海道士別市西３条北４丁目３８２番地１
北海道士別市上士別町２１線北２
北海道名寄市大通南６丁目１１
北海道名寄市西５条北１１丁目５８番地１２
北海道名寄市大橋１３９－１０
北海道名寄市字豊栄１２７番地４
北海道名寄市風連町大町５４
北海道富良野市花園町３番７０号
北海道留萌市春日町３丁目４４番５
北海道留萌市末広町１丁目１番２８号
北海道留萌市南町４丁目１３３番地２２
北海道留萌市明元町２丁目２番地

0166-58-7171
0166-58-7120
0166-58-7101
0166-58-7123
0166-58-5553
0166-45-1141
0166-48-8731
0166-48-4991
0167-42-2236
0165-23-4870
01652-3-2903
0165-24-2383
01654-2-4181
01654-2-2828
01654-3-1515
01654-2-4666
01655-3-3285
0167-22-1100
0164-49-5051
0164-42-5656
0164-42-9111
0164-42-2724

北海道留萌市大町２丁目４番地４

0164-43-4737

北海道稚内市新港町１番地２
北海道稚内市朝日６丁目７番１０号
北海道稚内市開運２丁目１番７号
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０番地の６４
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３８番地２１０
北海道枝幸郡浜頓別町字頓別
北海道上川郡美瑛町扇町１５２番地１０
北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６２
北海道上川郡鷹栖町２９６２－３６
北海道上川郡当麻町３条西２丁目６－５
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ２５４８番地１４
北海道帯広市稲田町西１線１８－１８
北海道帯広市稲田町南９線西１３番地の１
北海道帯広市西１７条南１丁目１－１２，１－１３
北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３６
北海道帯広市西１９条南４丁目２番３３号
北海道帯広市西１９条北１丁目１番地２

0162-23-3232
0162-34-3710
0162-23-2651
0125-77-2013
0125-77-2117
01634-2-3027
0166-92-3765
0166-59-3100
0166-59-3366
0166-84-7070
0162-82-2033
0155-48-3111
0155-48-2488
0155-34-8618
0155-38-2740
0155-58-2721
0155-58-4821

北海道帯広市西２０条南１丁目１－１

0155-34-9580

北海道帯広市西２０条南１丁目６－１

0155-36-4582

旭新運輸株式会社 本社営業所
広富運輸株式会社 本社営業所
有限会社旭川荷役輸送 本社営業所
株式会社北海小型運輸 東鷹栖営業所
大立運輸株式会社 旭川営業所
株式会社サカイ引越センター 旭川支社
日本通運株式会社 旭川支店旭川コンテナ事業所
札幌定温運輸株式会社 旭川営業所
株式会社共栄建機 本社営業所
士別市 北進運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 日甜
株式会社鉱石運輸 本社営業所
名寄市 日通旭川運輸株式会社 名寄支店
松岡満運輸株式会社 名寄営業所
株式会社ひまわり 本社営業所
有限会社名寄トラック 本社営業所
株式会社中舘建設運輸 本社営業所
富良野市 富良野日通運輸株式会社 本社営業所
留萌市 石油輸送株式会社 留萌営業所
堀口運輸株式会社 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 留萌営業所
日本通運株式会社 留萌支店
株式会社ニヤクコーポレーション北海道支店 留萌事
業所
稚内市 株式会社チスイ 本社営業所
有限会社ミナト 本社営業所
日本通運株式会社 稚内支店
雨竜郡 有限会社北空知貨物本社営業所
共立運輸株式会社本社営業所
枝幸郡 有限会社山田砂利工業本社営業所
上川郡 株式会社日本冷温運輸 本社営業所
株式会社新聞協同運輸 本社営業所
日通旭川運輸株式会社 本社営業所
アイアイ引越センター株式会社 本社営業所
天塩郡 株式会社ホッコウ 豊富営業所
帯広市 帯広通商株式会社本社営業所
十勝鉄道株式会社本社営業所
藤本運輸株式会社 帯広営業所
日晶運輸株式会社 帯広営業所
ヤマト運輸株式会社 西帯広センター
北海道トナミ運輸株式会社 帯広営業所
株式会社ジェイアール貨物・北海道ロジスティクス
帯広営業支店
旭川通運株式会社 帯広営業所
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地区名 市区郡名

河西郡

河東郡

中川郡

広尾郡

根室市
川上郡
釧路郡
厚岸郡
標津郡

北見

白糠郡
北見市

事業所名

住所

日通帯広運輸株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 帯広
道東運輸株式会社 本社営業所
北海道福山通運株式会社 帯広支店
幸福運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店帯広事
業所
丸徳運輸株式会社本社営業所
有限会社芽室トラック本社営業所
三ッ輪物流株式会社 帯広支店
ヤマト運輸株式会社 道東主管支店
日本通運株式会社 帯広航空貨物センター
大北運輸株式会社帯広支店
大立運輸株式会社帯広営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス帯広営業所
帯東運輸有限会社本社営業所
道勝運輸株式会社本社営業所
タイヨウ株式会社帯広営業所
眞屋運輸有限会社本社営業所
音更貨物自動車有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝北支店
ヤマト運輸株式会社 十勝士幌センター
株式会社ホームエネルギー北海道帯広センター
合同通運有限会社 本社営業所
十勝光陽運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 本別営業センター
株式会社大樹貨物 本社営業所
大北運輸株式会社 広尾営業所
広尾海運荷役株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 十勝港支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 釧路営業所
ヤマト運輸株式会社 釧路西支店
北海道福山通運株式会社 釧路支店
有限会社たけむら 釧路営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店釧路事
業所
株式会社エース 釧路営業所
札幌通運株式会社 釧路支店
協和トラック株式会社 本社営業所
三ッ輪物流株式会社 鳥取営業所
株式会社帯広運輸 釧路支店
株式会社トラストライン 本社営業所
北海道車輌運送株式会社 釧路営業所
日章運輸機工株式会社 本社営業所
幸和運輸株式会社 釧路営業所
日通釧路運輸株式会社 本社営業所
釧路陸運株式会社 本社営業所
東勝物流株式会社 釧路営業所
釧路急行有限会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 釧路支店
花咲運輸株式会社本 社営業所
ヤマト運輸株式会社 根室支店
有限会社虹別運送 本社営業所
札幌新聞輸送株式会社釧路営業所
ヤマト運輸株式会社 厚岸支店
ヤマト運輸株式会社 中標津支店
株式会社ルート 中標津営業所
日標運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社白糠センター
株式会社東森商運 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 北見支店
株式会社北海道丸和ロジスティクス 北見営業所
大立運輸株式会社 北見営業所
北網運輸株式会社 北見営業所
北見日通運輸株式会社 本社営業所

電話番号

北海道帯広市西２０条北１丁目１７番地１
北海道帯広市西２０条北２丁目２６番１
北海道帯広市西２３条北１丁目８番６号
北海道帯広市西２４条北１丁目４－３
北海道帯広市西２４条北２丁目５－６０

0155-33-2727
0155-34-9111
0155-37-2151
0155-37-5090
0155-37-2002

北海道帯広市西２５条南１丁目３番地１

0155-61-1223

北海道帯広市東１条南６丁目９－１
北海道河西郡芽室町芽室北１線１８－６
北海道河西郡芽室町東芽室基線１３－５７
北海道河西郡芽室町東芽室基線１８番１０１号
北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－３０
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１２－１２
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１６番２６
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８－２４
北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２番１５
北海道河西郡芽室町東芽室北１線３番地
北海道河西郡芽室町東芽室北一線１８－１９
北海道河西郡東３条６丁目２－１５
北海道河東郡音更町大通一丁目一番地
北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目２番地８
北海道河東郡士幌町字士幌西１線１６７番地
北海道中川郡幕別町札内みずほ町１４３－１１２
北海道中川郡幕別町字千住３９７番２８
北海道中川郡幕別町字千住３９７番地の４
北海道中川郡本別町南４丁目１２１番地１
北海道広尾郡大樹町字下大樹１８５番地３
北海道広尾郡広尾町字紋別１８線４９
北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番地４
北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番４
北海道釧路市新富士町５丁目３－５８
北海道釧路市星が浦大通５丁目１番７号
北海道釧路市星が浦大通５丁目３番９号
北海道釧路市星が浦大通５丁目４－４９

0155-23-5567
0155-62-0741
0155-62-6555
0155-62-5668
0155-62-7911
0155-62-7171
0155-62-6881
0155-62-8888
0155-62-8000
0155-37-2094
0155-62-6633
0155-62-2917
0155-42-2517
0155-30-9626
01564-5-3113
0155-56-3151
0155-56-3933
0155-56-3105
0156-22-2138
01558-6-3031
01558-5-2547
01558-2-5550
01558-2-3115
0154-53-1066
0154-51-5206
0154-54-0111
0154-55-6117

北海道釧路市星が浦南１－７－９

0154-51-2421

北海道釧路市星が浦南１丁目３番４４号
北海道釧路市星が浦南２丁目１番地１８
北海道釧路市星が浦南２丁目５番１１号
北海道釧路市星が浦南４丁目１番１０号
北海道釧路市星が浦南４丁目５－１３
北海道釧路市星ヶ浦大通２丁目１番２号
北海道釧路市星ヶ浦南２丁目７－３
北海道釧路市星ヶ浦南３丁目３番４号
北海道釧路市西港１－８８－７
北海道釧路市西港１丁目１００番地３２
北海道釧路市西港２丁目１０１番地１１
北海道釧路市鳥取南６丁目２番２号
北海道釧路市鶴野東１－２－１０
北海道釧路市北斗２６７番１
北海道根室市花咲港１０９番地
北海道根室市宝林町５丁目３９番３
北海道川上郡標茶町字虹別市街３丁目２１番地
北海道釧路郡釧路町新開３丁目８－３
北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目２４番地
北海道標津郡中標津町東１３条南１丁目１２・１４
北海道標津郡中標津町東２８条北７丁目１番地５
北海道標津郡中標津町緑町南３丁目５番地
北海道白糠郡白糠町東１条北１丁目３番３・３番４
北海道北見市光葉町２７番地３
北海道北見市小泉２７３番地
北海道北見市西三輪４丁目７３４－３８
北海道北見市西三輪７丁目７０９番地５
北海道北見市相内町２１４番地５
北海道北見市東相内町１０８－３２

0154-55-3323
0154-51-5516
0154-52-2831
0154-53-4662
0154-54-2273
0154-65-1622
0154-52-3351
0154-52-1341
0154-55-4647
0154-52-2070
0154-53-8061
0154-52-8222
0154-51-3902
0154-56-2141
0153-25-8321
0153-24-1960
015-488-2143
0154-39-0168
0153-52-2931
0153-73-3467
0153-78-7295
0153-73-4060
01547-2-2201
0157-24-2805
0157-25-3311
0157-36-7981
0157-66-1130
0157-66-6633
0157-36-2131
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地区名 市区郡名

網走市

紋別市

網走郡

斜里郡
紋別郡

事業所名
西武運輸株式会社 北見営業所
北海道福山通運株式会社 北見営業所
津別トラック株式会社 北見営業所
ヤマト運輸株式会社 北見支店
月寒運輸株式会社 北見営業所
松岡満運輸株式会社 北見支店
札樽自動車運輸株式会社 網走営業所
北網運輸株式会社 網走営業所
日本通運株式会社網走支店
日本通運株式会社 遠軽支店
北網運輸株式会社 興部営業所
エア・ウォーター物流株式会社 紋別営業所
佐川急便株式会社 紋別店
札幌通運株式会社 北見支店紋別営業所
北見日通運輸株式会社 紋別事業所
日本通運株式会社 紋別支店
松岡満運輸株式会社 紋別営業所
エア・ウォーター物流株式会社美幌営業所
北見通運株式会社 オホーツク支店
日本通運株式会社 美幌支店
北網運輸株式会社 小清水営業所
日本通運株式会社 網走支店ホクレン事業所
湧別小型運送株式会社 本社営業所

住所
北海道北見市東相内町２４－２
北海道北見市東相内町３０９番地２
北海道北見市東相内町３２７－２５
北海道北見市柏陽町２８番地１，４
北海道北見市豊地１４番地８号
北海道北見市豊地９８番１
北海道網走市字三眺１２番１１
北海道網走市三眺１３－８
北海道網走市港町４番地１３
北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目２番地１１，１９
北海道紋別郡興部町字興部８７９番地２
北海道紋別市元紋別１２０番２
北海道紋別市渚滑町３丁目４番７
北海道紋別市渚滑町元新５丁目４５番地２７
北海道紋別市新港２丁目２０番地６
北海道紋別市新港町２丁目２０番６
北海道紋別市北浜町２丁目５－３
北海道網走郡美幌町字高野１０４番地２７
北海道網走郡美幌町字美里２２番地１
北海道網走郡美幌町美里４番地５
北海道斜里郡小清水町字小清水１６５－２３
北海道斜里郡斜里町文光町２番地１
北海道紋別郡湧別町曙町１２５番地
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電話番号
0157-36-2002
0157-36-1211
0157-36-2718
0157-26-3113
0157-36-4433
0157-36-5511
0152-43-2711
0152-43-4315
0152-44-7151
0158-42-2171
0158-82-2259
0158-26-4181
0158-23-2210
0158-24-3175
0158-24-2015
0158-23-5246
0158-24-3226
0152-73-4233
0152-73-3148
0152-73-0202
0152-62-3070
0152-23-3720
01586-5-2046

