貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
京都市

事業所名

安全性優良事業所

（京都府）

住所

電話番号
075-933-0521
080-6604-6179
075-311-5677
080-5044-6772
075-872-0188
075-311-4744
080-5062-2482
075-881-8739
080-5068-1015
075-325-0123
075-315-2351
075-326-1480

中井運送株式会社 本社営業所
近江屋運送株式会社 西大路営業所
丸市運輸株式会社 本社営業所

京都府京都市南区久世築山町２１２番地１
京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３２番地の１
京都府京都市右京区西院月双町１０７
京都府京都市右京区西院西貝川町３３番地、３４番地１
京都府京都市右京区西院西貝川町５８－２
京都府京都市右京区西院西溝崎町２６
京都府京都市右京区西院西寿町２０番地４、２０番地３
京都府京都市右京区西京極郡町１９
京都府京都市右京区西京極豆田町２２
京都府京都市右京区西京極豆田町９－１
京都府京都市右京区西京極南庄境町１
京都府京都市右京区西京極北庄境町８２番地
京都府京都市右京区太秦巽町１番地 三菱自動車工業株式
会社京都製作所京都工場内
京都府京都市右京区太秦和泉式部町５－３
京都府京都市下京区七条御所ノ内本町８９－２
京都府京都市下京区朱雀分木町２８番地西２５棟

株式会社共盛輸送 本社営業所

京都府京都市下京区朱雀分木町８０番地（京都市私有地）

075-311-9075

有限会社ＭＩＫＡＴＡ 本社営業所
日本郵便株式会社 京都中央郵便局
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 京都
日通京都運輸株式会社 コンテナ営業所
日本通運株式会社 京都支店コンテナ課
ヤマト運輸株式会社 左京支店
ヤマト運輸株式会社 洛北支店
有限会社藤建 本社営業所
日本郵便株式会社 左京郵便局
間口バリュートランス株式会社 洛北営業所
有限会社チューオー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 左京北支店
洛北運輸株式会社 本社営業所
有限会社ピアノオルガンサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山科支店

京都府京都市下京区西洞院通六条下る東側町５２３番地
京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
京都府京都市下京区梅小路頭町１０
京都府京都市下京区梅小路頭町１０
京都府京都市下京区梅小路頭町ＪＲ梅小路駅構内
京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町４５，４６
京都府京都市左京区岩倉幡枝町１２５０－２他５筆
京都府京都市左京区岩倉幡枝町２００２番地
京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
京都府京都市左京区静市市原２４８番
京都府京都市左京区静市市原町１０８１番地の５５
京都府京都市左京区静市市原町３７－１
京都府京都市左京区静市市原町７１４－２
京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町６９番地
京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町６５

075-353-7885
075-365-2581
075-314-2311
075-612-7984
075-311-7200
080-5044-6759
080-5044-7009
075-722-1229
075-712-0352
0774-95-9010
075-741-3467
080-5044-6841
075-721-2350
075-593-0539
080-5044-6879

株式会社コープネットワークサービス 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 嵯峨野支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 右京支店
有限会社協和配送センター 本社営業所
内外運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都壬生センター
株式会社トランスポートラン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都西京極センター
アートコーポレーション株式会社 京都北営業所
日本通運株式会社 京都自動車事業所
浪速運送株式会社 京都営業所
洛西貨物自動車株式会社 京都営業所

※「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。
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075-873-1987
075-871-2402
075-311-2302
075-312-4762

H30.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
佐川急便株式会社 山科営業所
有限会社宇野エキスプレス 本社営業所
株式会社山本運送店 本社営業所
マンナ運輸株式会社 小野営業所
ヤマト運輸株式会社 山科北支店
株式会社Ｓ．Ｔ．Ｐ．サービス 本社営業所
有限会社関厚運輸 本社営業所
竹之内運送株式會社 本社営業所
株式会社マルイ美術 本社営業所
渡海運送株式会社 本店営業所
周山運輸株式会社 本社営業所
たちばな運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都桂センター
株式会社宇佐美コーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西京支店
有限会社アールライン 本社営業所
日本郵便株式会社 中京郵便局
共同倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都西の京支店
株式会社朝日組 本社営業所
久留米運送株式会社 京都店
京成運輸株式会社 本社営業所
嵯峨運輸株式会社 本社
天真エンタープライズ有限会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 洛央支店
株式会社引越社 京都東営業所
株式会社引越社 京都西営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 京都支社
山下運送株式会社 南営業所
有限会社ワークマスター 本社営業所
株式会社シーガル 南営業所
京都桜花運輸株式会社 本社営業所
株式会社太陽コーポレーション 本社営業所
名鉄運輸株式会社 京都支店

※「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

電話番号

京都府京都市山科区勧修寺東出町５６番地
京都府京都市山科区勧修寺縄手町７番地
京都府京都市山科区勧修寺平田町１２５
京都府京都市山科区小野高芝町３９番
京都府京都市山科区西野今屋敷町１１，１３，１５－１
京都府京都市山科区西野山階町３０番地
京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町７６
京都府京都市山科区東野門口町４８
京都府京都市山科区椥辻平田町１３７番地
京都府京都市西京区下津林南中島町１４８番地
京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町２９
京都府京都市西京区桂上野今井町１０４番地
京都府京都市西京区桂上野中町１４６番地
京都府京都市西京区川島東代町３番地の５
京都府京都市西京区大原野上里北ノ町１３１１
京都府京都市西京区大原野上里北ノ町１３２８番地４１
京都府京都市中京区三条通東洞院東入ル菱屋町３０
京都府京都市中京区西ノ京職司町２２
京都府京都市中京区西ノ京塚本町１４，１４－４，１４－
５
京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町５番地２
京都府京都市南区吉祥院観音堂南町７－１
京都府京都市南区吉祥院蒔絵町１７
京都府京都市南区吉祥院蒔絵町２５－１
京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町５５ ル・シオン６０
４号室
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町３７－１他６筆
京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地
京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地
京都府京都市南区吉祥院石原上川原町１
京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町１９－２
京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町４３
京都府京都市南区吉祥院石原南町４４番地
京都府京都市南区吉祥院大河原町３０
京都府京都市南区吉祥院池田町２３番地
京都府京都市南区吉祥院長田町２８

075-575-2135
075-572-4311
075-594-0581
075-575-2266
080-5044-6771
075-593-8559
075-501-1616
075-592-3900
075-592-3670
075-393-2373
075-391-7447
075-392-7500
080-5044-7083
075-391-6781
080-5045-9417
075-333-7747
075-255-1114
075-801-5175
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080-5043-8231
075-541-6155
075-681-0781
075-681-3261
075-672-1036
075-606-1359
080-5044-6931
075-693-4947
075-693-4880
075-672-3338
075-671-8686
075-693-7757
075-802-2910
075-315-7717
075-681-0114
075-681-9391

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社丸喜運送店 本社営業所
嶋本運輸株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 京都営業所
株式会社ハナワトランスポート 京都営業所
興南運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社栄翔運輸 本社営業所
日本通運株式会社 関西美術品支店
株式会社シティ・エキスプレス 久世営業所
株式会社クリンテック 本社営業所
間口バリュートランス株式会社 城南営業所
株式会社ＫＡＴＳＵＲＡ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 向日支店
丸善運輸株式会社 本社営業所
株式会社エスラインギフ 京都営業所
ヴィプランニング株式会社 京都営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 京都支店
松岡満運輸株式会社 京都営業所
クラウン物流株式会社 本社営業所
福田建設工業株式会社 本社営業所
大京倉庫株式会社 本社営業所
京都厚礼自動車株式会社 本社営業所
株式会社ユアサロジテック 京都営業所
丸工自動車運送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 京都営業所
佐川急便株式会社 京都営業所
福山通運株式会社 京都支店
ジェイロジスティクス株式会社 京都営業所
河嶋運送株式会社 京都営業所
山陽自動車運送株式会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 東山支店
有限会社キッカ 本社営業所
鹿野産業株式会社 京都営業所
株式会社八幡運輸 本社営業所
大洋運輸株式会社 南営業所

※「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

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町３
京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町３－１
京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町６９番地の２
京都府京都市南区吉祥院東前田町４７
京都府京都市南区吉祥院這登中町５１
京都府京都市南区吉祥院這登東町３４
京都府京都市南区吉祥院八反田町１９番地２
京都府京都市南区久世上久世町２２－１
京都府京都市南区久世上久世町５００番地
京都府京都市南区久世築山町２１２番地１
京都府京都市南区久世築山町２６２－１
京都府京都市南区久世中久世町３－５８
京都府京都市南区久世中久世町４－７８
京都府京都市南区久世殿城町２４０
京都府京都市南区久世殿城町３３２番地
京都府京都市南区久世殿城町４５６－１
京都府京都市南区久世東土川町３２５番１、３２６番１
京都府京都市南区久世東土川町３４０－１
京都府京都市南区久世東土川町３５７－１
京都府京都市南区久世東土川町３６３番地の１
京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花２９
京都府京都市南区上鳥羽火打形町４－１
京都府京都市南区上鳥羽戒光２５－４
京都府京都市南区上鳥羽角田町６
京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地
京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町７２
京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町７２番地
京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町８３－２
京都府京都市南区上鳥羽金仏４３
京都府京都市南区上鳥羽金仏４４
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町２８、２３－１、２２－
２
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町３６番
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町４７
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町６８－０－２

075-681-6906
075-682-1988
075-662-7691
075-555-3371
075-681-6277
075-693-8300
075-662-0561
075-932-8240
075-931-1980
0774-95-9010
075-925-1095
080-5044-6910
075-932-1171
075-932-4601
075-935-1080
075-921-9371
075-933-4166
075-933-0021
075-932-7441
075-932-2101
075-671-0950
075-693-4155
075-681-2101
075-691-3181
075-662-5492
075-681-2131
075-681-2131
075-672-1547
075-681-2227
080-5044-6885
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075-682-5943
075-661-8780
075-662-7520
075-661-1717

主な輸送品目（任意掲載）

精密機械、重量物、事務所移転

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 京都航空貨物センター
日本郵便輸送株式会社 京都営業所
水岩運送株式会社 京都営業所
株式会社カシックス 京都営業所
株式会社山正運輸 本社営業所
株式会社トランスポートマップ 京都営業所
八坂運送有限会社 本社営業所
荒木運送株式会社 本社営業所
株式会社塚腰運送 上鳥羽営業所
新潟運輸株式会社 京都支店
株式会社クライムサービスライン 本社営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 京都営業所
有限会社ヤマショウトランスポート 本社営業所
株式会社テクノ物流サービス 本社営業所
株式会社アースカーゴ 本社営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 京都営業所
株式会社ジーエス物流 本社営業所
株式会社シンクラン 京都営業所
株式会社ベストランス 京都営業所
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部京都事業部
三共運輸倉庫株式会社 京都営業所
株式会社伸幸運輸 本社営業所
石下運輸株式会社 本社営業所
丸昭運送株式会社 本社営業所
ユタカ運送株式会社 上鳥羽営業所
株式会社桂通商 本社営業所
大和物流株式会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 洛南支店
日本通運株式会社 京滋警送支店
才賀運輸株式会社 京都物流センター
中信総合サービス株式会社 本社営業所
五条運送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 京都支店

※「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

電話番号

京都府京都市南区上鳥羽城ヶ前町２、３
京都府城陽市寺田塚本１３７－１
京都府京都市南区上鳥羽菅田町３４
京都府京都市南区上鳥羽清井町３－１
京都府京都市南区上鳥羽清井町４７番地２
京都府京都市南区上鳥羽西浦町５０番地
京都府京都市南区上鳥羽大物町１３，１４
京都府京都市南区上鳥羽大物町２３
京都府京都市南区上鳥羽大物町５１－１
京都府京都市南区上鳥羽町田１８－２，他４筆
京都府京都市南区上鳥羽町田４９
京都府京都市南区上鳥羽町田６２番地
京都府京都市南区上鳥羽東向町２０－１Ａ
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町２５－２
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６６－１
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６８
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町６番地、１８番地、５番
地（仮換地街区番号第９０ブロック奈須－６Ｂ）
京都府京都市南区上鳥羽南唐戸町９４
京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町１４－２
京都府京都市南区上鳥羽馬廻１５－１
京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ１５－１
京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ２３（仮換地街区番号 符
号第壱八ブロック馬廻一弐参）
京都府京都市南区上鳥羽苗代町７
京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町３
京都府京都市南区上鳥羽堀子町９３番地
京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本１３番地
京都府京都市南区上鳥羽藁田９番地
京都府京都市南区上鳥羽佛現寺町３８．３９－１．３９－
２
京都府京都市南区西九条菅田町２２
京都府京都市南区東九条西河辺町５１
京都府京都市南区東九条南河辺町３５－２
京都府京都市南区東九条南松田町３７－１
京都府京都市南区東九条南石田町７２－３

075-681-4571
0774-54-5860
075-671-4104
075-621-7701
075-681-4011
075-661-7512
075-681-5767
075-661-1123
075-661-1220
075-681-6361
075-662-1972
075-681-7285
075-681-4011
075-682-1930
075-661-1000
075-672-8006

4／14 ページ

075-661-5463
075-691-0141
075-692-3870
075-681-0761
075-661-0950
075-682-0900
075-681-6714
075-681-9796
075-662-0169
075-682-2350
075-662-3050
080-5043-8303
075-671-8347
075-661-1866
075-662-0228
075-661-6655
06-4802-3022

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ムゲン 本社営業所
株式会社ＩＮＧコーポレーション 下鳥羽営業所
エーエルプラス株式会社 京都営業所
ジェイティ物流株式会社 西日本支店
株式会社山川運送 本社営業所
有限会社大久運輸 本社営業所
有限会社大倖 本社営業所
株式会社ＪＬＭ 本社営業所
株式会社山上運輸 本社営業所
ＳＧムービング株式会社 京都営業所
株式会社義喜光 本社営業所
株式会社五嶋水急 本社営業所
トナミ運輸株式会社 京都支店
株式会社永代運輸倉庫 本社営業所
田中運送株式会社 本社営業所
明興運輸株式会社 本社営業所
株式会社エフアンドケイ 本社営業所
美山運輸株式会社 横大路営業所
株式会社京三運輸 本社営業所
三基運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見南支店
中倉陸運株式会社 城南営業所
株式会社大志商運 伏見営業所
冨士倉庫運輸株式会社 本社営業所
西京運輸株式会社 本社営業所
有限会社中村運送 本社営業所
株式会社ロードカンパニー 京都営業所
京都通運株式会社 伏見支店
公栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＢＲＩＤＧＥ 本社営業所
株式会社ＰＲＩＤＥ 本社営業所
株式会社ＭＯＶＩＮＧ 本社営業所
日通トランスポート株式会社 京都支店
日本通運株式会社 洛南営業課

※「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

京都府京都市伏見区横大路菅本２－５８
京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町１８番
京都府京都市伏見区中島北ノ口町２５番地
京都府京都市伏見区羽束師菱川町３５１－１
京都府京都市伏見区羽束師菱川町３９５
京都府京都市伏見区羽束師菱川町４３９－９９
京都府京都市伏見区羽束師菱川町５１１－１ ディオフェ
ルテⅡ番館１０５号
京都府京都市伏見区東菱屋町４２４番地
京都府京都市伏見区東菱屋町４２４番地
京都府京都市伏見区横大路千両松町９７
京都府京都市伏見区横大路橋本５０番地
京都府京都市伏見区横大路一本木１８－２
京都府京都市伏見区横大路一本木２８－４，他６筆
京都府京都市伏見区横大路一本木４７，４８
京都府京都市伏見区横大路一本木５０
京都府京都市伏見区横大路一本木町３３，３３－２，竜ケ
池町６４
京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後８０番地
京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町５９
京都府京都市伏見区横大路下三栖南郷３７番
京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内６２－１
京都府京都市伏見区横大路下三柄宮ノ後１６番１
京都府京都市伏見区横大路朱雀１
京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１－３
京都府京都市伏見区横大路柿之本町１３－１
京都府京都市伏見区横大路貴船３５番地
京都府京都市伏見区横大路貴船８番地
京都府京都市伏見区横大路橋本１７－５
京都府京都市伏見区横大路橋本３５
京都府京都市伏見区横大路芝生３０－１
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路千両松町１８１
京都府京都市伏見区横大路千両松町１８１

075-612-5353
075-612-3977
075-604-5822
075-931-5081
075-932-4333
075-922-6400
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075-931-5267
075-972-1888
075-972-1188
075-623-1310
075-631-1033
075-603-6263
075-602-1073
075-603-1008
075-603-2288
075-603-1930
075-604-6668
075-601-5502
075-604-6556
075-642-1405
080-5043-8281
075-601-1020
075-604-6701
075-601-9298
075-621-3331
075-622-2333
075-603-5131
075-623-1221
075-602-2627
075-602-3232
075-612-5353
075-602-3232
075-602-3344
075-601-8181

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社山本清掃 本社営業所
株式会社ケーエスアール 本社営業所
日通京都運輸株式会社 本社営業所
株式会社ケイ・エル・エス 本社営業所
株式会社トラスト 本社営業所
株式会社マルノウチ 京都営業所
ＯＳＯ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 京都営業所
株式会社コダ運輸 京都営業所
田中運輸株式会社 本社営業所
株式会社プログレス・ファインド 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 京都営業所
株式会社カカオコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見大手筋センター
株式会社長田運送 本社営業所
有限会社福田建材 本社営業所
有限会社大橋運送 本社営業所
紀北商運有限会社 本社営業所
山代運送株式会社 本社営業所
株式会社ワールドサービス 本社営業所
三栄運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見醍醐支店
綜合警備保障株式会社 京都支社 京都警送支店
株式会社サカイ引越センター 京都北支社
株式会社舞妓ロジスティクス 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 京都南
ヤマト運輸株式会社 伏見竹田支店
株式会社ウイングエキスプレス 京都営業所
アートコーポレーション株式会社 京都支店
株式会社協栄便 本社営業所
株式会社ハート引越センター 京都営業所
京都三興物流株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 伏見北支店

※「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
京都府京都市伏見区横大路千両松町１９６番地の１他１１
筆
京都府京都市伏見区横大路千両松町６７番
京都府京都市伏見区横大路千両松町９８－１，４６－２，
９９（第４９ブロック千両松９８－１）
京都府京都市伏見区横大路天王前４６
京都府京都市伏見区横大路天王前５４
京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池町４３－１
京都府京都市伏見区横大路六反畑９番地７
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町１６４
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町２２０
京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町２１
京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町４番地
京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町１
京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町４１
京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町７５番
京都府京都市伏見区下鳥羽南六反長町１
京都府京都市伏見区久我石原町３番２９
京都府京都市伏見区久我東町６－９
京都府京都市伏見区向島上五反田４５－１
京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町２３ ファミール伏見
Ａ棟９０８号室
京都府京都市伏見区深草西浦町一丁目５２番地
京都府京都市伏見区醍醐柿原１－１
京都府京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町２１番地１
京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町９番地
京都府京都市伏見区竹田中川原町３８３番地
京都府京都市伏見区竹田田中殿町９３番地
京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町５７
京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町７８番地
京都府京都市伏見区竹田田中宮町１６
京都府京都市伏見区中島外山町１２２
京都府京都市伏見区中島中道町４
京都府京都市伏見区中島中道町９１番
京都府京都市伏見区中島中道町９番地１
京都府京都市伏見区中島樋ノ上町８０番地
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電話番号
075-623-5555
075-604-5978
075-612-7984
075-622-7070
075-634-3701
075-602-1149
075-601-9911
075-602-7651
075-605-4960
075-611-4163
075-622-5371
075-611-5384
075-602-8100
080-6699-4924
075-622-0329
075-931-1002
075-932-3280
0774-44-0716
075-972-1578
075-643-2190
075-571-4189
080-5068-3326
075-605-4972
075-646-2611
075-605-2100
075-621-1141
080-5068-2908
075-621-1972
075-623-0123
075-621-0852
075-604-0337
075-603-8091
080-5045-9414

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

綾部市

宇治市

事業所名
株式会社ソーサ 本社営業所
株式会社山本運送 伏見営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見中央支店
ヤマト運輸株式会社 伏見下鳥羽センター
佐川急便株式会社 京都南営業所
株式会社田中運送 本社営業所
有限会社サン急配 本社営業所
近藤梱包株式会社 淀営業所
安田産業株式会社 淀配車センター
京阪運輸株式会社 京都営業所
株式会社エムズトランスポート 本社営業所
豊能運送株式会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 京都北支店
ヤマト運輸株式会社 京都平野支店
サカキコーポレーション有限会社 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 京都営業所
株式会社カントラロジ 綾部営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 京都営業所
福山通運株式会社 綾部営業所
日本通運株式会社 綾部物流センター
株式会社関西丸和ロジスティクス 綾部事業所
サカキコーポレーション有限会社 上杉営業所
株式会社京綾貨物輸送 本社営業所
有限会社新井商事 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 西宇治支店
日本郵便株式会社 宇治郵便局
鳥居運送株式会社 宇治支店
株式会社エコライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治支店
株式会社箱伊運輸 本社営業所
有限会社ヘッグ 本社営業所
株式会社三国 関西営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 京都ハブセンター
株式会社平山商事 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
京都府京都市伏見区中島堀端町１０８番地
京都府京都市伏見区中島堀端町８９
京都府京都市伏見区桃山町和泉２７，２７－４
京都府京都市伏見区南寝小屋町４９番地
京都府京都市伏見区南寝小屋町５番地
京都府京都市伏見区北寝小屋町２０番地
京都府京都市伏見区毛利町９６番地
京都府京都市伏見区淀際目町１８７
京都府京都市伏見区淀際目町２７１番地
京都府京都市伏見区淀生津町１６
京都府京都市伏見区淀生津町５８０番地
京都府京都市伏見区淀美豆町８５７
京都府京都市北区衣笠北荒見町４
京都府京都市北区平野宮北町３６番地
京都府綾部市栗町後田２８
京都府綾部市味方町光谷３０－７
京都府綾部市井倉新町中畠２３
京都府綾部市下八田町大坪３－１
京都府綾部市桜が丘３－２－４
京都府綾部市桜が丘３丁目２－１
京都府綾部市桜が丘３丁目５－２
京都府綾部市上杉町ヤボセ２番地
京都府綾部市上杉町井ノ迫１０番地
京都府宇治市伊勢田町ウトロ４５－１２
京都府宇治市伊勢田町砂田１０３番
京都府宇治市伊勢田町砂田１４８－１
京都府宇治市宇治蔭山６
京都府宇治市宇治戸ノ内５番地
京都府宇治市宇治蛇塚６５番地の３
京都府宇治市五ケ庄福角６９
京都府宇治市槙島町十一６３－１，６４－１
京都府宇治市槙島町吹前２１
京都府宇治市槙島町中川原１２５番地（大倉産業㈱内）
京都府宇治市槙島町南落合１１１
京都府宇治市槙島町目川１７３番地
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電話番号
075-604-6615
075-621-2540
080-5068-2473
080-5068-3325
075-604-2700
075-621-2821
075-605-7899
075-633-6633
075-633-5313
075-631-8386
075-632-6888
075-632-0700
080-5044-6920
080-6604-6178
0773-42-9487
0771-82-2115
0773-43-2629
0773-43-2464
0773-43-3131
0773-42-0300
0773-43-1000
0773-48-0678
0773-44-0091
0774-48-2263
0774-23-5810
080-5044-6856
0774-24-4114
0774-22-3055
075-203-5594
080-5044-6797
0774-21-6020
0774-22-7755
0774-28-5400
0774-20-2938
075-604-2229

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

亀岡市

木津川市

事業所名
株式会社引越社 宇治営業所
株式会社宇治吉田運送 本社営業所
株式会社粂田建設 本社営業所
株式会社協伸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治槙島センター
東洋陸運株式会社 京都営業所
株式会社大晃運送 本社営業所
有限会社ＳＡＴＩＳ・ＦＡＣＴＯＲＹ 本社営業所
三宅運輸株式会社 本社営業所
有限会社タテロ 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 南丹センター
西濃運輸株式会社 亀岡営業所
ヤマト運輸株式会社 亀岡支店
株式会社ウィル 本社営業所
株式会社東和 本社営業所
近物レックス株式会社 南京都営業所
有限会社和束企画 本社営業所
和束運輸株式会社 山城営業所

城陽市

京田辺市

木津運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山城支店
関西郵便逓送株式会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 城陽支店
株式会社光伸産業 本社営業所
関西急送株式会社 京都物流センター営業所
株式会社アクティブ 本社営業所
鴻池運輸株式会社 京都城陽配送センター営業所
南條運輸有限会社 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 京都センター
内藤運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京田辺支店
近畿商運株式会社 京都営業所
株式会社カド 京阪奈営業所
堺商運株式会社 本社営業所
株式会社フジタ物流 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

電話番号

京都府宇治市槙島町二十四４７番地１
京都府宇治市木幡東中３４－７
京都府宇治市木幡南山９９番地の３６
京都府宇治市槇島町中川原１２５番地
京都府宇治市槇島町中川原１７６
京都府宇治市槇島町二十四３４番地
京都府亀岡市宇津根町土井ノ内２６－３
京都府亀岡市下矢田町垣添１－４
京都府亀岡市篠町篠下長尾４２－１
京都府亀岡市西つつじケ丘五月台二丁目１８７番
京都府亀岡市千代川町小林北ン田１２－１
京都府亀岡市曽我部町穴太奥田１７番地
京都府亀岡市大井町並河３丁目１１１－１
京都府亀岡市馬路町小米田４８番４
京都府木津川市山城町上狛東下１７－６
京都府木津川市山城町上狛一本木１－１
京都府木津川市山城町上狛東下１６番地２
京都府木津川市山城町大字上狛小字東下１７－６，大字上
狛小字四丁町１３－４
京都府木津川市山城町椿井伊賀落３番地３
京都府木津川市山城町椿井北代８６－１、８７－３
京都府城陽市平川長筬５５－１
京都府城陽市寺田新池８６－３，８７－１
京都府城陽市寺田南堤下８－１
京都府城陽市中芦原２３－１８
京都府城陽市富野森山１５番地
京都府城陽市富野池ノ内１番２
京都府京田辺市同志社山手二丁目４番地４８
京都府京田辺市甘南備台３－５０－１
京都府京田辺市宮津佐牙垣内８２
京都府京田辺市興戸犬伏３３－１０，３５－３
京都府京田辺市草内一ノ坪２７－５
京都府京田辺市大住責谷７４－１０２
京都府京田辺市大住池ノ端７１－６
京都府京田辺市大住池島３番１

0774-20-2626
0774-31-8291
0774-32-4197
0774-21-6765
080-5045-9521
0774-22-9226
075-873-2220
0771-29-6178
0771-25-0331
0771-22-5558
0771-24-1458
0771-25-2131
080-5068-0924
0771-25-7566
0774-86-2711
0774-86-3002
0774-86-5247
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0774-86-4777
0774-86-0770
080-5044-6942
075-644-9021
080-5044-6794
0774-55-2140
0774-56-2111
0774-56-6006
0774-52-5151
0774-68-0085
0774-68-1750
075-643-4449
080-5044-6803
0774-65-1830
0774-65-3004
0774-64-6007
075-972-2050

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

京丹後市

長岡京市

事業所名

住所

電話番号

株式会社マルコーエキスプレス 本社営業所
三栄自動車運送株式会社 本社営業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 京都運輸部
株式会社カントラロジ 京都営業所
ティービー株式会社 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 丹後センター
関西急送株式会社 峰山営業所
関西郵便逓送株式会社 峰山営業所
ヤマト運輸株式会社 京丹後支店
佐川急便株式会社 峰山営業所

京都府京田辺市大住中嶋１７番５
京都府京田辺市大住東北向１８－３
京都府京田辺市大住北向２９－１
京都府京田辺市大住濱５５番地
京都府京田辺市大住濱５５番地１３
京都府京丹後市大宮町河辺千丈敷３６７７
京都府京丹後市峰山町荒山字中川２８８，２８９
京都府京丹後市峰山町字新町１１８
京都府京丹後市峰山町字菅小字松原８６９－２
京都府京丹後市峰山町長岡小字尺八７４１番地

0774-63-2220
0774-63-4165
0774-63-8785
077-468-0690
0774-65-3840
0772-64-4878
0772-62-0214
0772-62-6034
0772-62-3899
0772-69-5010

ヤマト運輸株式会社 網野センター

京都府京丹後市網野町字下岡小字沖橋６０６、６０７－１

0772-79-3525

株式会社吉岡商店 本社営業所

京都府京丹後市弥栄町字木橋小字砂田８４６－２
京都府長岡京市開田１－６－６ 三菱製紙（株）京都工場
内
京都府長岡京市久貝１丁目４２２－１
京都府長岡京市勝竜寺八反田１
京都府長岡京市神足拾弐１１－１
京都府長岡京市神足大張１１番地
京都府長岡京市神足柳田１０
京都府長岡京市神足八ノ坪３４番１
京都府長岡京市長法寺北畠３１
京都府長岡京市馬場餅田７番地
京都府八幡市内里河原４７－２
京都府八幡市下奈良一丁地２２－１
京都府八幡市下奈良一丁地２２－１
京都府八幡市下奈良小宮１７番１他
京都府八幡市下奈良小宮３８番地の１
京都府八幡市下奈良竹垣内１番地１
京都府八幡市下奈良南頭１－１
京都府八幡市下奈良南頭１－７
京都府八幡市下奈良南頭１７番地
京都府八幡市下奈良南頭１番１
京都府八幡市下奈良新下１０番１
京都府八幡市下奈良名越２４－１
京都府八幡市下奈良野神４６番地

0772-65-2645

浪速通運株式会社 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 長岡京支店
レンゴーロジスティクス株式会社 京都営業所
有限会社クリーンエクスプレス 長岡京営業所
株式会社エーワン運送 本社営業所
日本通運株式会社 引越移転センター
トヨタ輸送中部株式会社 京都事業所
有限会社服部運送 本社営業所
アプト株式会社 本社営業所
吉川運輸株式会社 京都営業所
古都物流株式会社 本社営業所
都運輸倉庫株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 コーナン京都センター
大日倉庫株式会社 京都共同配送センター
佐川急便株式会社 八幡営業所
株式会社ブレイヴワン 本社
株式会社大優商事 本社事務所
株式会社藤原運輸商事 本社営業所
株式会社竹田 本社
株式会社吉秀トラフィック 八幡営業所
新潟輸送株式会社 京都配送センター
髙山運輸株式会社 京都営業所

※「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。
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075-955-4816
080-5454-3656
075-952-0952
075-956-4851
075-953-0417
075-958-2717
075-681-5774
075-955-7783
075-925-6505
075-971-3172
075-982-0131
075-982-0131
075-972-3781
075-982-3114
075-981-2294
075-981-5555
0774-43-8181
075-982-7869
075-972-0880
075-971-3500
075-983-9077
075-981-0101

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
近物レックス株式会社 京都支店
株式会社チクホー 関西営業所
高田運輸株式会社 本社営業所
秋田運輸株式会社 京都営業所
株式会社大阪西物流 京都営業所
株式会社関西曙運輸 本社営業所
明興運輸株式会社 京都共同配送センター
株式会社キョウトプラス 本社営業所
愛知陸運株式会社 京都営業所
有限会社野崎重機 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 京都南支店
日本ルートサービス株式会社 京阪事業所
株式会社トーショー 京都営業所
株式会社日東陸運 京都営業所
司関西株式会社 京都
株式会社カンサイロジック 本社営業所
エムズ株式会社 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 京都営業所
株式会社イーテック物流 本社営業所
株式会社プロスタッフ 本社営業所
株式会社都々城運送 本社営業所
株式会社京宣社 本社
株式会社読宣運輸 京都営業所
キユーソーアレスト株式会社 京都営業所
株式会社平成流通 本社営業所
有限会社イシダカーゴ滋賀 京都営業所
株式会社イシダカーゴ 京都営業所
大阪サンエー物流株式会社 八幡営業所
第一貨物株式会社 京都支店
株式会社丸玉運送 京都営業所
全京運輸株式会社 本社営業所
株式会社バンテックセントラル 京都営業所
ユーキン物流株式会社 本社営業所
株式会社Ｆ．ＣＡＲＲＹ 本社営業所
株式会社シンワ・コーポレーション 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
京都府八幡市下奈良野神６３－１他１９筆
京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋１１－２
京都府八幡市岩田六ノ坪５６番地７
京都府八幡市岩田六ノ坪５７番２
京都府八幡市岩田六ノ坪５８番地５
京都府八幡市岩田六ノ坪６０番４
京都府八幡市戸津水戸城５５
京都府八幡市上津屋西久保１２０番地
京都府八幡市上津屋西久保７２－１，７１
京都府八幡市上津屋中堤１０４番
京都府八幡市上津屋中堤１０６番
京都府八幡市上津屋中堤１１７
京都府八幡市上津屋中堤１２５
京都府八幡市上津屋中堤１３８番地
京都府八幡市上津屋中堤１４９－１５０－１
京都府八幡市上津屋中堤１５１番
京都府八幡市上津屋中堤１５２－１
京都府八幡市上津屋八王子１２４番地１１
京都府八幡市上津屋八王子５３－４
京都府八幡市上津屋八丁２７
京都府八幡市上津屋里垣内５３番地
京都府八幡市上津屋林６１
京都府八幡市上津屋林６１
京都府八幡市上奈良サグリ前３０番地６
京都府八幡市上奈良北ノ口１－５
京都府八幡市上奈良城垣内４１番３号
京都府八幡市上奈良城垣内４１番３号
京都府八幡市上奈良大門３－１
京都府八幡市正畑２２－１
京都府八幡市川口馬屋尻２０－１
京都府八幡市川口別所６
京都府八幡市内里河原３番地
京都府八幡市内里荒場２８番１号
京都府八幡市内里荒場５７番地
京都府八幡市八幡月夜田９０番１
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電話番号
075-982-0044
075-971-1253
075-981-0220
075-982-9630
075-972-1885
075-972-1161
075-972-0775
075-971-3150
075-981-9640
075-972-2680
075-972-3925
075-971-7286
075-971-0500
075-963-5851
075-971-5122
075-981-7475
075-632-6880
075-754-6639
075-981-6668
075-983-3751
075-981-8002
075-983-2018
075-983-2202
072-972-0380
075-721-0991
0726-78-5491
075-874-5411
075-972-0185
075-754-6858
075-983-0251
075-972-1100
075-981-7241
075-983-5485
075-972-2334
075-925-6994

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

向日市

福知山市

南丹市

宮津市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 八幡支店
ジャパントラック大阪株式会社 京都営業所
有限会社東城社 本社営業所
ケーエルサービス西日本株式会社 向日営業所
株式会社潤生輸送 本社営業所
株式会社西日本トランスポート 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 福知山支店
アートコーポレーション株式会社 福知山営業所
株式会社ケイシン 京都北営業所
株式会社ファーストシステム 本社営業所
株式会社ファーストライン 本社営業所
佐川急便株式会社 福知山営業所
後藤工業株式会社 本社営業所
関西郵便逓送株式会社 福知山営業所
間口北近畿株式会社 福知山営業所
ヤマト運輸株式会社 福知山インターセンター
河嶋運送株式会社 福知山営業所
日本通運株式会社 福知山支店営業所
岡山県貨物運送株式会社 福知山営業所
株式会社京綾貨物輸送 福知山営業所
綜合警備保障株式会社 京都支社 福知山営業所
関西急送株式会社 福知山営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 福知山支店
日本通運株式会社 福知山警送課
大同運送株式会社 福知山支店
日本郵便株式会社 福知山郵便局
ヤマト運輸株式会社 南丹支店
明興運輸株式会社 京都営業所
直販配送株式会社 京都支店
有限会社アユミ・ロジスティクス 本社営業所
丸市運輸株式会社 八木営業所
山本運送有限会社 本店営業所
河嶋運送株式会社 本社営業所
河嶋運送株式会社 宮津営業所
ヤマト運輸株式会社 宮津与謝支店

※「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
京都府八幡市八幡五反田３５－６
京都府八幡市八幡南山１０９－３
京都府八幡市八幡福禄谷１９０番地の４
京都府向日市鶏冠井町馬司１番地
京都府向日市上植野町菱田４
京都府向日市森本町佃２８番地
京都府福知山市厚中町６６，７２
京都府福知山市荒河１２－５９
京都府福知山市三和町芦渕２１１番地の２
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７－０－１
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７番－０－１
京都府福知山市字荒河小字狭間４番２号
京都府福知山市字荒河小字声田和１２番地の３５
京都府福知山市字新庄小字渕ノ上７７０－１
京都府福知山市字多保市小字手次１０６
京都府福知山市字長田２１０１番地
京都府福知山市字長田小字大野上２０９３－５０
京都府福知山市字土師小字沢居山１７４番地５０
京都府福知山市字牧小字狭間２２８－１０
京都府福知山市字堀小字野竹３２６番地７
京都府福知山市篠尾新町１丁目１０４番地
京都府福知山市長田野町２－３９－４
京都府福知山市長田野町２－３９－６
京都府福知山市長田野町２－３９－７
京都府福知山市長田野町２丁目３９－２
京都府福知山市天田（北本町１区）１１２の４
京都府南丹市園部町小山東町川向２２－１１
京都府南丹市八木町室河原下塚町１－１
京都府南丹市八木町室橋神参前２番２
京都府南丹市八木町美里紫野１番地
京都府南丹市八木町美里柴野１番地
京都府宮津市字喜多１３８３－６
京都府宮津市字須津１６０８番地
京都府宮津市字須津１６１５－１
京都府宮津市字須津小字金得濱１９７２
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電話番号
080-5044-6817
075-972-0305
075-982-9680
075-922-1253
075-921-1907
075-932-6100
0773-22-1749
0773-22-0123
0773-58-3838
0773-59-2666
0773-59-2212
0773-23-8470
0773-23-2387
0773-22-0878
0773-20-2050
0773-27-9436
0773-27-4118
0773-27-8202
0773-23-8090
0773-23-7544
0773-22-6302
0773-27-5678
0773-27-6161
0773-27-0070
0773-27-2188
0773-22-3400
090-8376-7139
0771-42-5421
0771-43-2601
0771-42-5322
0771-42-5699
0772-22-6067
0772-46-4121
0772-46-4101
0772-46-4910

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

舞鶴市

宮津海陸運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 丹後営業所
有限会社北都松下急便 北都松下急便
アジアマシナリーソリューションズ株式会社 舞鶴営業所
株式会社ユニカーゴ 本社営業所
河嶋運送株式会社 舞鶴営業所
舞鶴運輸株式会社 本社営業所
株式会社京綾貨物輸送 舞鶴営業所
有限会社舞鶴清掃社 本社営業所
舞鶴物流有限会社 本社営業所
有限会社廣田商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 舞鶴東インターセンター
日本通運株式会社 舞鶴海運支店
丹後西濃運輸株式会社 舞鶴営業所
日通舞鶴運輸株式会社 本社営業所
マリネックストランスポートサービス株式会社 本社営業
所
舞鶴高速輸送株式会社 本社営業所
株式会社新洋ドレージ 舞鶴営業所
ヤマト運輸株式会社 舞鶴支店
日本通運株式会社
日本通運株式会社
佐川急便株式会社
株式会社舞京通商

乙訓郡

久世郡

舞鶴営業所
日本板硝子事業所
舞鶴営業所
本社営業所

間口ランドサービス株式会社 京都営業所
株式会社日立物流西日本 大山崎ＡＥ営業所
京滋山実物流株式会社 本社営業所
株式会社トランスポートナカガワ 本社営業所
共立産業株式会社 京都営業所
株式会社京伸トラック 本店営業所
株式会社三鷹商事 本社営業所
株式会社クィーントランスポート 本社営業所
大阪運輸倉庫株式会社 久御山営業所
近畿特輸株式会社 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

電話番号

京都府宮津市字須津小字九反町４１３
京都府宮津市字須津小字湫の谷２５４８－１
京都府舞鶴市字引土１８４－２
京都府舞鶴市字下安久１０３６番
京都府舞鶴市字下福井９１６番地４
京都府舞鶴市字喜多１１０５－１４
京都府舞鶴市字喜多１１０５－１６
京都府舞鶴市字喜多１１０５番地の１３
京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１番地２０
京都府舞鶴市字喜多小字焼山四番地の二
京都府舞鶴市字京田小字古茶屋８６０番
京都府舞鶴市字小倉小字小倉口２２２番８の１
京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎１９－５
京都府舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３
京都府舞鶴市字大波上１０４０－３

0772-46-4066
0772-46-4111
0773-76-6288
0773-75-7878
0773-76-2570
0773-75-1740
0773-75-3127
0773-76-5588
0773-62-1466
0773-75-7180
0773-78-3152
0773-65-3755
0773-75-3207
0773-76-3226
0773-64-6753

京都府舞鶴市字浜２０２５－４

0773-64-6201

京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番１２
京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番地４
京都府舞鶴市字福来小字幸尻１８１－１、１８２－１、１
８２－３
京都府舞鶴市字北浜町１３－１
京都府舞鶴市大字大波下小字町田１４１
京都府舞鶴市福来小字大久保４６０－３
京都府舞鶴市北吸小字糸１００６－６
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本２１番、２３番
３、２４番３
京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８
京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８番地
京都府久世郡久御山町市田新珠城２２０－１
京都府久世郡久御山町栄２丁目１番２０４
京都府久世郡久御山町下津屋字富城８
京都府久世郡久御山町下津屋室ノ城６０番１
京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城２６－１
京都府久世郡久御山町下津屋北野１１－１
京都府久世郡久御山町佐山新開地１１５－１

0773-62-9220
0773-64-5771
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0773-76-7912
0773-64-1668
0773-62-1072
0773-75-2841
0773-62-0720
075-958-3720
075-959-0133
072-625-0868
0774-46-1541
0774-44-5115
0774-44-0383
0774-43-9295
0774-44-8475
0774-41-5141
0774-43-3478

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

相楽郡

綴喜郡

事業所名
西日本ジェット・ライン株式会社 西日本ジェット・ライ
ン 京都営業所
ヤマトマルチチャーター株式会社 京都支店
丸市運輸株式会社 久御山営業所
京恵運送株式会社 本店営業所
株式会社マンナフレッシュサービス 本社営業所
フジモト運輸株式会社 京都営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 京都営業所
はやと株式会社 本社営業所
株式会社栄興運 本社営業所
株式会社貸切運送フジカワ 本社営業所
誠都運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社桜急送 本社営業所
中倉陸運株式会社 京都南営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 久御山営業所
マンナ運輸株式会社 本社営業所
弘由ロジスティックス株式会社 京都営業所
株式会社アルファ物流 本社営業所
日本通運株式会社 南京都物流センター
福山通運株式会社 京都南支店
宇治丸工運送株式会社 本社営業所
グリーン物流サービス株式会社 京都営業所
株式会社ナイス物流 本社営業所
株式会社岩瀬運輸機工 京都支店
日本急配株式会社 本社営業所
株式会社ＫＯＹＯ 本社営業所
都輸送株式会社 関西営業所
有限会社北信商事 本社営業所
オリソー物流株式会社 本社営業所
木津運送株式会社 学研都市
間口バリュートランス株式会社 山城営業所
佐川急便株式会社 京都精華営業所
有限会社和田商店 京都営業所
京都センコー運輸株式会社 京都城陽営業所
ロジスティックスセイワ株式会社 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

電話番号

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１０－１

0774-26-6018

京都府久世郡久御山町佐山中道１２番
京都府久世郡久御山町佐山西ノ口８－１
京都府久世郡久御山町市田新珠城１８６
京都府久世郡久御山町市田新珠城５０番地１
京都府久世郡久御山町市田新珠城７５番地の１
京都府久世郡久御山町市田大領２－８
京都府久世郡久御山町市田北浦２－１
京都府久世郡久御山町森川端８６番地１
京都府久世郡久御山町森川端９４番地１
京都府久世郡久御山町森大内１６０番地
京都府久世郡久御山町森中内１１１－１
京都府久世郡久御山町森南大内１２０
京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地２６５－１
京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地３１９－１
京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地６，７
京都府久世郡久御山町大字佐山小字西ノ口１番地の１０
京都府久世郡久御山町大字佐山小字中道１８－１
京都府久世郡久御山町大字市田小字大領２－７
京都府久世郡久御山町大字市田小字北浦４－７
京都府久世郡久御山町大字西一口小字新道裏７６－２
京都府久世郡久御山町大字田井小字新荒見２６番地１
京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見１２番１
京都府久世郡久御山町田井新荒見９１
京都府久世郡久御山町田井向野４０番地
京都府久世郡久御山町野村村東４１１－１
京都府久世郡久御山町野村村東７１－１
京都府久世郡久御山町野村東ノ口１１－１
京都府相楽郡精華町大字東畑小字南山中２６－１
京都府相楽郡精華町北稲八間稲葉１８－１
京都府相楽郡精華町北稲八間字角田１－１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪３番１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保５番地１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字扇畑２８番地３

0774-66-6855
0774-44-2923
0774-46-4991
0774-44-1990
0774-41-3156
0774-24-6015
0774-20-3666
075-632-7711
075-633-5551
075-632-1421
075-632-5330
075-631-8201
0774-48-2685
0774-43-9232
0774-45-1498
0774-46-1233
0774-44-1202
0774-24-6120
0774-43-0140
075-631-8011
0774-43-7116
0774-46-1811
0774-41-1700
075-691-2000
075-633-5191
075-631-3457
075-631-8900
0774-93-1222
0774-95-9010
0774-95-9595
0774-82-5599
0774-82-6250
0774-82-6006
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

与謝郡

事業所名
株式会社山城運送 本社営業所
株式会社岸貝物流 本社営業所
株式会社ＳＦ興業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治田原センター
株式会社国際コーポレーション 本社営業所
安田産業株式会社 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
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水２２，１８－１
京都府綴喜郡宇治田原町岩山小字釜井谷１０－１２
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字畠田７３番１
京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸２３－１
京都府綴喜郡宇治田原町南東道祖神６－５
京都府与謝郡与謝野町字岩滝２５５０番地
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電話番号
0774-82-2026
0774-88-6234
0774-88-3725
080-6698-7183
0774-99-7620
0772-46-5355

主な輸送品目（任意掲載）

