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
株式会社三大陸運 南港営業所
新垣運輸株式会社 本社営業所
梶原運輸株式会社 本社
セイコー運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阿倍野支店
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
大阪機材運輸株式会社 本社営業所
大阪運輸倉庫株式会社 本社営業所
富島物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天保山センター
大阪運輸倉庫株式会社 港
吉川輸送株式会社 港営業所
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
エース輸送株式会社 本社
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
三興運送株式会社 本社営業所
株式会社藤井商会 本社
此花興産株式会社 本社営業所
株式会社アルファ物流 大阪営業所
株式会社カントラロジ 港営業所
丸正運送株式会社 本社営業所
日大運送株式会社 港営業所
近畿商運株式会社 本社営業所
ミナト物流株式会社 本社営業所
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

※「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
大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１－５３
大阪府大阪市住之江区南港北２丁目４番４号
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泉１－３－１８
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
大阪府大阪市旭区新森１丁目１番３８
大阪府大阪市旭区赤川１－１１－８
大阪府大阪市旭区太子橋１－５０－２０
大阪府大阪市港区築港３－１－３２
大阪府大阪市港区海岸通３丁目３－５
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４－２－２３
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
大阪府大阪市港区海岸通４丁目５番５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
大阪府大阪市港区港晴５丁目１番１号 大阪港埠頭ター
ミナル内
大阪府大阪市港区市岡２－５－２０
大阪府大阪市港区市岡２丁目５番２０号
大阪府大阪市港区市岡４丁目６番６９号
大阪府大阪市港区市岡４丁目６番６９号
大阪府大阪市港区市岡元町３丁目３－１３
大阪府大阪市港区石田１丁目４番１号
大阪府大阪市港区田中１－９－２０
大阪府大阪市港区田中２丁目１２番２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
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電話番号
06-6683-1010
090-3165-8810
06-6613-5858
06-6682-1359
06-6623-0706
06-6719-0266
06-6719-6153
080-5045-1064
072-873-6000
06-6921-6174
06-6955-8221
066-572-2433
06-6576-1355
06-6572-2861
06-6574-2764
06-6574-2763
06-6574-2763
06-6577-1200
06-6573-1501
06-6574-3711
06-6571-3165
06-6576-7111
06-6571-5012
06-6571-6200
06-6574-1917
066-574-1915
06-6416-7278
06-6536-8063
06-6576-0770
06-6574-4756
06-6586-5445
06-7731-5511

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社香南運輸 本社営業所
株式会社マウス 本社
杉村運輸株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 大阪営業所
アクロストランスポート株式会社 大阪営業所
村岡運輸株式会社 大阪営業所
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 港個配営業所第二
トランコムＤＳ株式会社 港個配営業所第三
トランコムＤＳ株式会社 港個配営業所第一
山陽自動車運送株式会社 大阪港
横浜低温流通株式会社 大阪営業所
西濃運輸株式会社 大阪西支店
ＫＢＬＩＮＥ株式会社 大阪営業所
大和通商株式会社 南大阪営業所
有限会社丸徳重量 本社営業所
三共運輸倉庫株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 関西航空営業所
アクロストランスポート株式会社 港センター
名鉄ゴールデン航空株式会社 大阪支店
松平物流産業株式会社 本社営業所
カネミ運送株式会社 本社営業所
富士興業株式会社 安治川営業所
月星海運株式会社 阪神支店 大阪営業所
株式会社辰巳商会 此花営業所
株式会社福島運送 本社営業所
菱倉運輸株式会社 大阪支店
中四国ロジスティクス株式会社 阪神センター
株式会社井元商会 本社営業所

大阪府大阪市港区波除６－３－２７
大阪府大阪市港区波除６丁目５番５号
大阪府大阪市港区福崎１－１－４１
大阪府大阪市港区福崎１－３－３０
大阪府大阪市港区福崎１－４－１４
大阪府大阪市港区福崎１丁目１－１０
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２－７－３
大阪府大阪市港区福崎２丁目１－１
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２丁目１番８２
大阪府大阪市港区福崎２丁目７－５１
大阪府大阪市港区福崎３－１－１８８
大阪府大阪市港区福崎３丁目１－７７
大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１４８号
大阪府大阪市港区弁天４丁目１５－１４
大阪府大阪市港区夕凪１丁目３番１９号
大阪府大阪市港区夕凪２丁目１番１８号
大阪府大阪市此花区酉島５丁目８－１０
大阪府大阪市此花区桜島３－１０－４４
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３－４－６１
大阪府大阪市此花区桜島３－８－２４
大阪府大阪市此花区桜島３丁目４番７６号
大阪府大阪市此花区桜島三丁目２番３２号

06-6584-6358
06-6586-5047
06-6571-2935
06-6571-8171
06-7670-2474
06-6599-0275
06-6573-4151
06-4395-6211
06-6599-0030
06-6599-0030
06-6599-0030
06-6576-1234
06-4394-7077
06-4802-3027
06-6573-8371
06-4395-6202
06-6574-5577
06-6460-7755
06-6572-1200
06-6571-7007
06-6577-6066
06-6576-0675
06-6576-0623
06-6468-3031
06-6463-6640
06-6468-4671
06-6466-2940
06-6469-8181
06-6468-4111
06-6460-2344

山秀運送株式会社 本社営業所

大阪府大阪市此花区春日出中２－１７－１８

06-6463-6796

株式会社中谷商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪此花支店
野田運送株式会社 大阪物流センター

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春日出南１丁目３－９
大阪府大阪市此花区常吉２－１１－４５

06-6462-2773
06-6460-5085
06-6464-2571

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

繊維・衣料品、鉄鋼・金属製品、機
械・機械部品

市区郡名

事業所名
有限会社アルディック 本社営業所
株式会社大榮 本社営業所
日本空輸株式会社 大阪中央営業所
北港運輸株式会社 大阪支店
内外運輸株式会社 本社営業所
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
日本郵便株式会社 新大阪郵便局
佐川急便株式会社 大阪営業所
鴻池運輸株式会社 伝法営業所
成山運輸株式会社 大阪営業所
秀和運輸株式会社 関西営業所
鴻池運輸株式会社 此花営業所
有限会社サカノ商運 本社営業所
鈴鹿運送株式会社 梅香営業所
豊商運送株式会社 本社営業所
興生運輸株式会社 本社営業所
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
大阪内外液輸株式会社 本社営業所
株式会社オーエスティ物流 桜島センター
ヤマト運輸株式会社 大阪舞洲支店
佐川急便株式会社 此花営業所
株式会社エヌ・シー物流 北港営業所
大新運輸株式会社 本社営業所
トナミ近畿物流株式会社 北港営業所
株式会社ライフカーゴ 本社
塩飽運輸有限会社 北港営業所
エイワン物流株式会社 大阪営業所
株式会社阪神商事 本社
阪神石油運送株式会社 本社
株式会社廣川運送 大阪営業所
共立輸送株式会社 大阪営業所
株式会社エルス 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
大阪府大阪市此花区常吉２丁目１１－４７
大阪府大阪市此花区常吉２丁目１２番５号
大阪府大阪市此花区西九条１－２７－２０
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２－７－２０
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４丁目１－１８
大阪府大阪市此花区島屋４丁目４番５１号
大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９
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５－１１－１１７
大阪府大阪市此花区酉島５－１１－１５１
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香２－１６－１８
大阪府大阪市此花区梅香２－７－３
大阪府大阪市此花区梅町２－２－２０
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梅町２丁目２番３号
大阪府大阪市此花区梅町２丁目５番４１号
大阪府大阪市此花区北港１－８０（仮換地２ブロック３
符合地）
大阪府大阪市此花区北港１丁目６２５番
大阪府大阪市此花区北港２－３－１
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２－４－６７
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２丁目１番６７号
大阪府大阪市此花区北港２丁目２－６６
大阪府大阪市此花区北港２丁目３番２２号
大阪府大阪市此花区北港２丁目３番２２号
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－２４
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４０
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４３
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電話番号
06-6468-7772
06-6160-4888
06-6461-4551
06-6461-1025
06-6468-2181
06-6468-2251
06-6466-2477
06-6460-6652
06-6460-1111
06-6468-5431
06-6467-0039
06-6460-4455
06-6461-0753
06-6468-8887
06-6463-2141
06-6498-6302
06-6464-0553
06-6468-6301
06-6460-5215
06-6468-4501
06-6462-2451
06-6468-3342
06-6463-0820
06-6467-5440
06-6462-5757
06-6464-5435
06-6657-5101
06-6468-6721
06-6464-2525
06-4804-2012
06-4804-2001
06-4804-6771
06-6462-8021
06-4804-5570

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部 阪神事業部
鴻池運輸株式会社 大阪北港定温流通センター営業所
株式会社大阪西物流 北港営業所
南大阪センコー運輸整備株式会社 舞洲営業所
味の素物流株式会社 舞洲営業所
ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 我孫子センター
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
吉川運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪主管支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 大阪支店
間口陸運株式会社 大阪営業所
協栄運輸株式会社 本社
丸二倉庫株式会社 運送部ＳＢＬ
日本郵便株式会社 住之江郵便局
織田運輸株式会社 本社営業所
オー・エス・ライン株式会社 本社営業所
株式会社哉翔 本社
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
都運輸株式会社 本社
脇田運輸株式会社 本社営業所
株式会社近通 咲洲営業所
大阪尼高運輸株式会社 南港営業所
エスエーサービス株式会社 本社
エスエーロジテム株式会社 大阪
エスエーエル株式会社 本社
日本通運株式会社 大阪コンテナ輸送課
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
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１０番３０号
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１番１９，１番２０
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目３番１６号
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目４－５３
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７番８１号
大阪府大阪市此花区北港緑地２－１－６６
大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１１番１１号
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御崎６－３－１
大阪府大阪市住之江区柴谷１－１０－９
大阪府大阪市住之江区柴谷１－２－７０
大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目２番２６号
大阪府大阪市住之江区柴谷２－１－１
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５丁目２－１８
大阪府大阪市住之江区新北島５丁目３番２５号
大阪府大阪市住之江区新北島７－４－６２
大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番１７－２０４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泉２丁目１番７７号
大阪府大阪市住之江区南港中１丁目１－７２
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６丁目４番５８号
大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号
大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号
大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号
大阪府大阪市住之江区南港中８－７－２１
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
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電話番号
06-6460-7755
06-6467-1775
06-6131-5790
06-4804-8533
06-6463-8117
06-4804-5035
06-6609-8970
06-4700-3270
06-6692-2144
06-6685-5051
066-682-8400
06-7175-8288
06-6115-1520
06-6681-2957
06-6682-7101
06-6682-3201
06-6686-5590
06-6682-5611
06-6686-3939
06-4702-8916
06-6681-5585
06-6681-3328
06-6612-1951
06-6613-5111
06-6614-1000
06-6612-1046
06-6612-1700
06-6612-1047
06-6612-1421
06-6569-1102
06-6569-2600
06-6613-0332
06-6614-8801
06-6615-3010
06-6612-7213

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
二島運輸株式会社 本社営業所
大南運送株式会社 南港営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 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 南港支店営業所
福井貨物自動車株式会社 大阪南港支店
佐川急便株式会社 住之江営業所
四国名鉄運輸株式会社 大阪支店

住所

電話番号
06-6613-0828
06-6615-1515
06-6613-2800
06-6612-4101
06-6614-2109
06-6612-1118
06-6614-5700
06-6612-2051

岡山県貨物運送株式会社 南港支店
ヤマト運輸株式会社 住之江支店
株式会社合通 南港ターミナル支店
三信運輸株式会社 南港
株式会社大運 国内部
日本梱包運輸倉庫株式会社 大阪南港営業所
日本コンテナ輸送株式会社 大阪港営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 大阪営業所
株式会社ロジネットジャパン西日本 大阪支店
三幸運輸株式会社 本社営業所
株式会社阪急阪神ロジパートナーズ 南港営業所
日本通運株式会社 南港航空貨物センター
株式会社ロジパルエクスプレス 大阪南港営業所
日之出運輸株式会社 本社営業所
コーナン物流株式会社 本社営業所
株式会社マキタ運輸 大阪営業所
産興運輸株式会社 大阪営業所

大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号
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４－１０－１０８
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４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８（大阪南
港トラックターミナル 第３棟西）
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１９
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４－５－１６
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４－６－９
大阪府大阪市住之江区南港東４－７－３４
大阪府大阪市住之江区南港東４－９－２６
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１０番２７号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１－９３
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１１番１６号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目５番１６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７番２２号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９番３４号

東京納品代行西日本株式会社 大阪南港センター

大阪府大阪市住之江区南港東５丁目２番１０号

06-6616-6181

新潟運輸株式会社 大阪南港支店

株式会社辰巳商会 南港営業所
鴻池運輸株式会社 陸運南港営業所
株式会社天馬 本社営業所
東和海陸運輸株式会社 本社営業所
阪神コンテナ輸送株式会社 大阪営業所
大豊運輸倉庫株式会社 南港営業所

※「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。

大阪府大阪市住之江区南港東６丁目２番８４号，１１６
号
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８
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７－１－８８
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主な輸送品目（任意掲載）

06-6615-1500
06-6612-4801
06-6682-8650
06-6612-5531
06-6613-6881
06-6613-3911
06-6612-3377
06-6612-0721
06-6613-4078
06-6615-3656
06-4703-4577
06-6614-7077
06-6612-7694
06-6614-7355
06-6614-3631
06-6616-6400
06-4703-2700
06-6616-4108

06-6612-3818
06-6612-1980
06-6616-0575
06-6613-7447
06-6613-2883
06-6612-8991

繊維・衣料品、日用品・雑貨、アパ
レル製品ハンガー輸送

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社ランテック 南港支店
神戸ヤマト運輸株式会社 大阪営業所
日本運送株式会社 南港営業所
三浦運送株式会社 大阪営業所
株式会社ＯＫＡＳＥ 南港
サキシマ運輸株式会社 本社営業所
八大運輸株式会社 本社営業所
日本高速輸送株式会社 大阪営業所
丸一運輸株式会社 南港営業所
京阪輸送有限会社 南港営業所
丸和運送株式会社 大阪支店
株式会社旭日通商 南港営業所
フェリックス物流株式会社 大阪営業所
内畑運送株式会社 南港営業所
有限会社ベスト 南港
株式会社久津運送店 南港営業所
扇町運送株式会社 本社
株式会社セイワ運輸 本社
株式会社レックス 大阪
間口ランドサービス株式会社 南港営業所
株式会社泉北商運 本社営業所
関汽運輸株式会社 本社営業所
菱倉運輸株式会社 海上コンテナ現業課
大洋輸送株式会社 本社営業所
株式会社牧迫運輸 本社営業所
木津運送株式会社 本社
太陽陸運株式会社 本社営業所
日正運輸株式会社 大阪営業所
エクストライン株式会社 本社営業所
日誠商運株式会社 本社
株式会社ミナトライン 本社

大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－１７
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２番９２号
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８丁目１番９０号
大阪府大阪市住之江区南港東９－４－５
大阪府大阪市住之江区南港東９丁目４番３６号
大阪府大阪市住之江区南港南１丁目２－１９４
大阪府大阪市住之江区南港南１丁目２番１６０号
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目１２番３１号
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目２番
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３－１０－２７
大阪府大阪市住之江区南港南３丁目６番３０号
大阪府大阪市住之江区南港南４丁目１番７号
大阪府大阪市住之江区南港南５丁目２番１００号
大阪府大阪市住之江区南港南６－１－３３
大阪府大阪市住之江区南港南６丁目２２番１
大阪府大阪市住之江区南港南７丁目２番５３号
大阪府大阪市住之江区南港北２－３－２
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１－１－７
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３９号
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目８－４
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南２－３－５１
大阪府大阪市住之江区平林南２－４－５
大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５

06-6612-4181
06-6569-1850
06-6612-2130
06-6612-2710
06-6613-6678
06-6613-8822
06-6612-5628
06-6612-1401
06-6613-2575
06-6613-7015
06-6613-3499
06-6571-5630
06-6613-2424
06-6612-2255
06-6569-3610
06-6569-2801
06-4703-9200
06-4703-0881
06-4703-7770
06-6569-1733
06-6690-0760
06-6614-6666
06-6614-2560
06-6682-3185
06-6683-6101
06-4702-1100
06-6684-6100
06-4702-5201
06-6624-9612
06-6682-2511
06-6681-1414

株式会社タカナワ 大阪支社

大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０番７８号

06-4702-0121

株式会社コウヘイ運輸 本社
大阪山口運送株式会社 本社営業所

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１丁目１－２８

06-4702-6668
06-6682-2110

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

鉄鋼・金属製品、日用品・雑貨、引
越貨物

市区郡名

事業所名
丸和運輸株式会社 本社大阪営業所
マルイ運輸株式会社 関西営業所
新栄運輸株式会社 南港営業所
有限会社エム・カンパニー 本社
近畿エキスプレス株式会社 大阪営業所
新栄運輸株式会社 関西総合物流センター
株式会社ＮＥＸ 本社
株式会社橘運送 本社営業所
名正運輸株式会社 住之江営業所
ヤマト運輸株式会社 北畠支店

住所
大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１２７
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７－４５
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番１２８号
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目８－４１
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平林北２丁目９番３４号
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番８２号
大阪府大阪市住之江区平林北二丁目６番１５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１－３－１６
大阪府大阪市城東区永田２－８－２
大阪府大阪市城東区関目１－１－８
大阪府大阪市城東区関目５－８－１６
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南３－１－３５
大阪府大阪市城東区東中浜４丁目６－７
大阪府大阪市城東区東中浜７丁目４９番４
大阪府大阪市城東区放出西３－５－２４
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１－１３－２３
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２－２－３２
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

八光通商株式会社 本社
株式会社山中運輸 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
西濃運輸株式会社 関目支店
ヤマト運輸株式会社 城東支店
株式会社エスラインギフ 城東営業所
製缶陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 城東中浜支店
クレベ運送株式会社 城東営業所
ヤマト運輸株式会社 生野支店
株式会社フレックス 本社営業所
京町堀運輸倉庫株式会社 本社
富士興業有限会社 本社・営業所
木村運輸株式会社 本社営業所
三協物流株式会社 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
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
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大阪西航空営業
大阪府大阪市西区川口２－８－５
所
株式会社サカイ引越センター 港支社
大阪府大阪市西区川口４丁目９番２８号
和光運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市西区南堀江４－２３－５

※「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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電話番号
06-4702-0010
06-6683-0130
06-4702-7070
06-6684-6000
06-6682-1199
06-4702-7070
06-6569-9798
06-6638-4545
06-6683-0027
06-6682-2137
06-6962-8521
06-6961-9121
06-6933-3561
06-4802-3018
06-6963-2102
06-6932-7351
06-6969-0671
06-4258-3326
06-6961-8869
06-6753-6721
06-6713-8670
06-6441-7937
06-6444-4093
06-6584-2501
06-6581-8892
06-6582-2410
06-6585-3715
06-6582-5252
06-6538-1832
06-6584-0793
06-6583-6400
06-6583-5677
06-6584-1140
06-6532-2112

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 大阪南堀江センター
アスト株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 大阪東郵便局本田郵便作業分室
西濃運輸株式会社 大阪支店
松本運送株式会社 本社
株式会社二村運送店 本社営業所
早来工営株式会社 大阪営業所
株式会社阪和運送店 本社営業所
大和物流株式会社 大阪南支店
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
堂島運輸株式会社 本社
株式会社エスラインギフ 西淀川営業所
株式会社久津運送店 関西営業所
株式会社ビジネスジャパンエキスプレス 本社
株式会社ヒガシトゥエンティワン 阪神ロジネット事業部
新栄運送株式会社 西島営業所
宮崎運輸株式会社 大阪支店
西鉄運輸株式会社 関西支店
株式会社松元 本社営業所
株式会社屋良運送 本社営業所
株式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
九州西濃運輸株式会社 淀川支店
佐川急便株式会社 淀川営業所
立正運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西淀川御幣島センター
有限会社清水急便サービス 本社営業所
明雪運輸株式会社 西淀川営業所
株式会社日立物流西日本 西淀川第一営業所
日本通運株式会社 関西重機建設支店
大協通運株式会社 大阪営業所
福島運送株式会社 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
大阪府大阪市西区南堀江４丁目１６番地１
大阪府大阪市西区北堀江４－１７－２３
大阪府大阪市西区本田４丁目１－１
大阪府大阪市西成区玉出西２－３０－１１
大阪府大阪市西成区千本南２－１４－３２
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３－８－６
大阪府大阪市西成区津守３丁目８番５７号
大阪府大阪市西成区南津守２丁目１番９５号
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
大阪府大阪市西成区南津守７丁目１３番４７号
大阪府大阪市西淀川区御幣島５－２－１８
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御幣島６丁目１７番１６号
大阪府大阪市西淀川区西島１－１－２
大阪府大阪市西淀川区西島１丁目２番１３３号
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千舟３丁目９番２２号
大阪府大阪市西淀川区大野１－１－１６
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２－１－３１
大阪府大阪市西淀川区竹島２－１－３８
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竹島５丁目２５番１
大阪府大阪市西淀川区中島１－１－２０
大阪府大阪市西淀川区中島２－１－２７
大阪府大阪市西淀川区中島２－１０－２８
大阪府大阪市西淀川区中島２－１０－６０
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２番４９－２
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－１２０
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電話番号
06-6535-3037
06-6538-2781
06-6581-1262
06-4802-3013
06-6659-5289
06-6661-2409
06-6651-0121
06-6661-2409
06-6659-8260
06-6656-8875
06-6655-5151
06-6661-5261
06-6658-2205
06-6473-0176
06-6476-5955
06-6478-6633
06-6478-6051
06-6472-4417
06-6474-7741
06-6471-6671
06-6471-4137
06-6474-0764
06-6472-3659
06-6472-6171
06-6475-0206
06-6471-4315
06-6474-6100
06-6478-1700
06-6476-5230
06-6475-3536
06-4862-6496
06-6478-9055
06-6474-7766
06-6477-3338
06-6475-5555

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ベストランス 西淀川営業所
関西陸運株式会社 大阪営業所
日本物流ネットワーク名阪株式会社 大阪営業所
日本通運株式会社 大阪西支店
テック物流株式会社 大阪営業所
株式会社岸貝物流 大阪
三協運輸株式会社 本社営業所
リョウワ運輸株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 大阪営業所
株式会社北部市場運送 西淀川ＤＣセンター
関西郵便逓送株式会社 大阪
株式会社カシックス物流 淀川出張所
荒木運輸株式会社 西淀川物流センター
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
株式会社東洋社 西大阪営業所
アートコーポレーション株式会社 西大阪営業所
ひかり陸運株式会社 本社
新井運送株式会社 本社営業所
丸全昭和運輸株式会社 特殊輸送関西物流センター
備後通運株式会社 大阪支店
レンゴーロジスティクス株式会社 西部引越センター
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
大内運輸株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 西大阪営業所
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
株式会社茂木運送 福町営業所
久留米運送株式会社 大阪支店
都南運送株式会社 本社
大協高速運輸株式会社 本社営業所
ステンレス急送株式会社 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
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－４１
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１３－５
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目９－１３３
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１０番１２号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２－１００
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２番３号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目４番１２３号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５－２４
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５番１００号
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中島２丁目７番４８号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目７番４８号
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５－１０７
大阪府大阪市西淀川区佃６－４－１３
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１１－１３
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１－８－２
大阪府大阪市西淀川区福町１丁目２－２４
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２丁目５番５２号
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西２丁目３番２号
大阪府大阪市大正区三軒家東３－１１－２２
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電話番号
06-6476-6009
06-6475-2005
06-6475-5253
06-6478-0365
06-6379-3551
06-6474-2171
06-6473-5210
06-6474-6321
06-6476-3036
06-4808-8933
06-6478-0880
06-6474-6189
06-6476-1500
06-6474-1800
06-6475-6310
06-6478-2361
06-6475-0123
06-6475-2266
06-6471-2102
06-6478-1455
06-6473-3313
06-6478-8880
06-6476-5705
06-6475-4035
06-6473-2031
06-6474-7405
06-6195-1094
06-6476-5785
06-6471-1341
06-4808-2552
06-6474-1151
06-6962-7325
06-6551-7450
06-6555-2225

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

タカラサービス株式会社 本社
大阪府大阪市大正区三軒家東３丁目２番１５号
株式会社丸麦運輸 本社営業所
大阪府大阪市大正区三軒家東５－３－１７
鴻池運輸株式会社 陸運大阪営業所
大阪府大阪市大正区小林西１－１３－１
協同運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区小林西１－１７－３１
関西海運株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区小林西１－２５－１３
宏栄産業株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区小林西１丁目９番４号
兼成運輸工業株式会社 本社
大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３
株式会社ＴＮ商会 本社
大阪府大阪市大正区小林東三丁目７番１８号
中越運送株式会社 西大阪営業所
大阪府大阪市大正区千島１丁目２３－１６９
中村運送株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区千島３－１０－９
泉尾運送株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区泉尾５－１２－１１
水岩運送株式会社 大阪営業所
大阪府大阪市大正区泉尾６－１－６
東海運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区泉尾７－２－３１
北陽運輸機設株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区泉尾７－７－２
ヤマト運輸株式会社 大正支店
大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１番地５号
東亜貨物株式会社 大阪
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番１の９
関西運輸倉庫株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番３１号
有限会社大恵ユニック 本社営業所
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目８番１号
インターナショナルエクスプレス株式会社 大阪物流セン
大阪府大阪市大正区鶴町２－２０－５８
ター
株式会社さつき 本社営業所
大阪府大阪市大正区鶴町４丁目１２番２７号
山下運輸株式会社 本社
大阪府大阪市大正区鶴町五丁目－３－３
有限会社三昌陸運 本社
大阪府大阪市大正区南恩加島１－１２－２０
株式会社三好組 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島２－７－３１
瀬川工業運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島２丁目７－２９
上野輸送株式会社 大阪営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番１３号
坂本梱包有限会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番２７号
丸金運送株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島５－１１－４１
愛知陸運株式会社 本社
大阪府大阪市大正区南恩加島５－１４－８
大陽運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島５－１－６
東海商運株式会社 大阪中央営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番３、７－５
浪花建設運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番９５号
藤鋼運株式会社 本社
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目８番７４号
佐川急便株式会社 西大阪営業所
大阪府大阪市大正区北恩加島１－４－２５
渡嘉敷運送株式会社 本社営業所
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目１８番１８号

※「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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電話番号
06-6554-6868
06-6551-9420
06-6556-3321
06-6552-1101
06-6552-1601
06-6555-3315
06-6552-4191
06-6555-8878
06-6553-3551
06-6552-6651
06-6551-0732
06-6555-1171
06-6552-1401
06-6552-5451
06-6553-7861
06-6552-3131
06-4394-9775
06-6551-0613
06-6105-8902
06-6552-7272
06-6551-5453
06-6551-2705
06-6551-1262
06-6552-6726
06-6552-7235
06-6553-0205
06-6552-6431
06-6552-8864
06-6552-6351
06-6555-8444
06-6553-3003
06-6553-4189
06-6554-2590
06-6551-1908

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社新栄工運 本社営業所
東江物流株式会社 本社
ＳＧムービング株式会社 大阪営業所
尼崎南運輸株式会社 大阪営業所
中央運輸興業株式会社 大阪営業所
八尾物流ターミナル株式会社 大正
ヤマト運輸株式会社 谷町支店
やまと運輸株式会社 本社営業所
株式会社宇田急配社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大手通３丁目センター
福山通運株式会社 大阪船場支店
共立運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 大阪東郵便局
ヤマト運輸株式会社 大阪中央支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大阪東営業所
西壅運送株式会社 本社営業所
株式会社森田組重量 本社
岡本運輸倉庫株式会社 本社営業所
アンデス物流株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 鶴見支店
アール梱包商事株式会社 本社
放出運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社丸ヨ運輸倉庫 本社
トランコムＤＳ株式会社 鶴見営業所
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
株式会社ショーナン・ロジテック 本社営業所
トナミ近畿物流株式会社 鶴見営業所
佐川急便株式会社 大阪鶴見営業所
株式会社江奈 本社営業所
扇屋運送株式会社 本社営業所
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
置田運送株式会社 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１丁目５番４１号
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目６－１０
大阪府大阪市大正区北恩加島２－２－４０
大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３番２号
大阪府大阪市大正区北恩加島二丁目３－２３
大阪府大阪市中央区十二軒２１番３
大阪府大阪市中央区高津１－６－１２
大阪府大阪市中央区常盤町１－３－１７
大阪府大阪市中央区大手通３－９
大阪府大阪市中央区南船場１－４－３３
大阪府大阪市中央区博労町１－３－２
大阪府大阪市中央区備後町１丁目３－８
大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－４５，４７
大阪府大阪市中央区本町橋６－１０
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茨田大宮１丁目７番４３号
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２－２－４３
大阪府大阪市鶴見区横堤４－１４－４
大阪府大阪市鶴見区横堤４－４１－１
大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目１４番４号
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１丁目４番６号
大阪府大阪市鶴見区今津北５－３－１８
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焼野３丁目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３－３８
大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１番５２号
大阪府大阪市鶴見区鶴見２丁目７－１８
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
大阪府大阪市天王寺区六万体町１－７
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電話番号
06-6686-1381
06-6554-5001
06-6554-2600
06-6555-5665
06-6551-7552
06-6554-8140
06-4790-2866
06-6762-1451
06-6941-3795
06-6261-9005
06-6262-1221
06-6261-5271
06-6266-6540
06-6261-9005
06-6944-6291
06-6912-0971
06-6915-9888
06-6912-2138
06-6913-1701
080-5045-1049
06-6913-0067
06-6961-3951
06-6969-3666
06-6599-0030
06-4304-4122
06-6915-1073
06-6911-5000
06-6915-2817
06-6915-3333
06-6913-8597
06-6912-3016
06-6912-0071
06-6772-5555
06-6776-7450
06-6771-1985

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
都島富太運送株式会社 本社営業所
株式会社野田運送店 本社
越野運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 都島中央支店
ヤマト運輸株式会社 都島支店
大阪三興物流株式会社 都島営業所
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
ヤマト運輸株式会社 住吉長居支店
大阪貨物株式会社 南大阪支社
福山通運株式会社 東住吉支店
株式会社バルコエキスプレス 本社
日本郵便株式会社 東住吉郵便局
日本通運株式会社 関西警送支店
日本通運株式会社 百済コンテナ課
日通関西物流株式会社 コンテナ事業所 百済営業所
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
株式会社城東組 本社営業所
佐川急便株式会社 深江営業所
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
センターロジ株式会社 本社営業所
丸作運輸倉庫株式会社 大阪営業所
川西運送株式会社 本社営業所
大裕重量運輸株式会社 本社営業所
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
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 大阪現金輸送
センター
ヤマト運輸株式会社 東淀川支店
株式会社アスリート 本社営業所
名鉄運輸株式会社 淀川支店
株式会社神戸屋ロジスティクス 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

大阪府大阪市都島区御幸町２－６－２３
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片町１丁目７番２２号
大阪府大阪市都島区毛馬町５－１－６
大阪府大阪市都島区毛馬町５－２－１０
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公園南矢田２－２７－１
大阪府大阪市東住吉区杭全５－１０－２４
大阪府大阪市東住吉区今川８－７－２３
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川８丁目８－２５
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３丁目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南２丁目１番２９号
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
大阪府大阪市東成区深江北３丁目４番８号
大阪府大阪市東成区深江北３丁目９番３０号
大阪府大阪市東成区大今里１－１１－１３
大阪府大阪市東成区大今里西２－２－１３
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

06-6923-0181
06-6922-3618
06-6921-4567
080-5045-7266
080-5045-1350
06-6925-3519
06-6881-0123
06-6925-6621
06-6694-2023
06-6713-2421
06-6702-3171
06-6702-0456
06-6702-1602
06-6753-2906
06-6757-1004
06-6753-2815
06-6795-5400
06-6760-7371
06-6795-5400
06-6972-6666
06-6974-1888
06-6976-3602
06-6976-1100
06-6977-0240
06-4259-8820
06-6971-1794
06-6971-5027
06-6976-2951
06-6975-5170

大阪府大阪市東淀川区西淡路２丁目５番１７号

06-6990-7511

大阪府大阪市東淀川区西淡路６－４－１１１
大阪府大阪市東淀川区西淡路六丁目４番１１１号
大阪府大阪市東淀川区豊新２－１２－２９
大阪府大阪市東淀川区豊新２－１６－１４

06-4809-0604
06-6370-3483
06-6329-3450
06-6160-2091
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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 東淀川豊里支店
株式会社エスポワールタカノ 豊里営業所
吉田運送株式会社 本店
日本通運株式会社 福島航空貨物センター
有限会社共進組運送 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 大阪営業所
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
株式会社合通 本社営業所
三協梱包商運株式会社 本社営業所
ダイシン物流株式会社 本社営業所
大真運輸株式会社 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
平岩運輸株式会社 大阪営業所
株式会社大阪トラック 本社営業所
株式会社エイチ・ワイ・エス 本社営業所
株式会社ミヨシコーポレーション 本社営業所
アーチ株式会社 本社
山忠運輸株式会社 本社営業所
株式会社カントラロジ 平野営業所
ヤマト運輸株式会社 平野長原支店
株式会社東陽運輸 本社営業所
大阪平岩運輸有限会社 本社営業所
新運輸株式会社 大阪本社営業所
西濃運輸株式会社 平野営業所
株式会社西日本トランスポート 本社
ヤマト運輸株式会社 大阪天神橋支店
日本郵便株式会社 大阪北郵便局
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
岸本運送株式会社 本社営業所
有限会社辻亀運送 本社営業所
日本通運株式会社 大阪引越ロジスティクスセンター

※「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
大阪府大阪市東淀川区豊里１－４－９
大阪府大阪市東淀川区豊里７－２７－１１
大阪府大阪市東淀川区豊里７－３３－２３
大阪府大阪市福島区海老江１丁目１３番２１号
大阪府大阪市福島区海老江８丁目１４－４
大阪府大阪市福島区大開４－１－１８
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４－３－４５
大阪府大阪市福島区福島５－３－８
大阪府大阪市福島区福島７－１６－８
大阪府大阪市福島区福島８丁目１９番９号
大阪府大阪市平野区瓜破東２－１－４３
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加美東７丁目３－２
大阪府大阪市平野区加美南２－３－１８
大阪府大阪市平野区加美北２－２－１３
大阪府大阪市平野区加美北４丁目１１番１７号
大阪府大阪市平野区喜連１－１－１０
大阪府大阪市平野区喜連東２－３－２７
大阪府大阪市平野区長吉出戸７丁目３番４２号
大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目６番４号
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南３丁目２番２６号
大阪府大阪市平野区平野馬場１－１３－１
大阪府大阪市平野区平野馬場２－３－３６
大阪府大阪市平野区平野馬場２丁目２番３４号
大阪府大阪市北区錦町１－２
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１－１９
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津４－１－１６
大阪府大阪市北区中津４－９－１８
大阪府大阪市北区中津５－７－４
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電話番号
06-6326-6685
06-6327-1166
06-6329-7346
06-6458-4791
06-6343-9111
06-6466-2292
06-6463-7075
06-6461-7625
06-6458-2553
06-6458-6801
06-6453-0011
06-6707-3715
06-6700-6611
066-792-8174
06-6791-3492
06-6791-0251
06-6754-9190
06-6796-5688
06-4302-3020
06-6709-1151
06-6701-8000
06-6790-5110
06-6792-1080
06-6701-1212
06-6794-6001
06-6702-1048
06-6797-1916
06-6354-4393
06-6347-8104
06-6458-7955
06-6451-8258
06-6452-5926
06-6371-4179
06-6371-2223
06-6458-9591

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
林運送株式会社 本社
エーエルプラス株式会社 大阪中央営業所
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
中本運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 淀川郵便局
ヤマト運輸株式会社 淀川新北野センター

池田市

国際空輸株式会社 大阪中央営業所
駿和物流株式会社 大阪営業所
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
ヤマト運輸株式会社 淀川十三支店
ヤマト運輸株式会社 淀川新高センター
株式会社居内運送 本店営業所
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送四課
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
東洋テック株式会社 本社営業所
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
株式会社長栄運送店 本社営業所
有限会社大地運輸 本社営業所
新開運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪西営業所
株式会社日之出運輸 南大阪支店
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
株式会社ユービーエム 空港営業所
株式会社ヒチロウ 池田営業所

※「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
大阪府大阪市北区長柄西２－２－１１ナカタビル３Ｂ
大阪府大阪市北区長柄東２－９－４６
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
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十三元今里２丁目２－３６
大阪府大阪市淀川区十三東３丁目１４４番２、１４４番
３
大阪府大阪市淀川区十八条３－１５－３
大阪府大阪市淀川区十八条３丁目１５番２号
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北２丁目４－１３
大阪府大阪市淀川区野中北１－１９－９
大阪府大阪市淀川区野中北２－９－２２
大阪府大阪市浪速区稲荷１丁目５番３３号
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１－７－１８
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５－３－６
大阪府大阪市浪速区日本橋東２－１０－３
大阪府大阪市浪速区木津川２－２－６
大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－４０
大阪府大阪市浪速区木津川二丁目２番６号
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番１
大阪府池田市空港１丁目１３番１号
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電話番号
06-6351-5060
06-4801-9460
06-6362-9316
06-6346-4438
06-6371-2787
06-6372-1531
06-6474-0597
06-6390-5026
06-6308-3050
06-6301-3858
06-6301-0102
06-6309-3709
06-6391-3560
06-6395-0227
06-6396-1078
06-4807-7352
06-6309-3990
06-6150-1170
06-6391-0844
06-4392-3561
06-4397-8555
06-4392-5023
06-6563-2122
06-6563-1552
06-6561-7162
06-6632-6121
06-6644-1431
06-6561-1051
06-4392-5018
06-6568-7811
072-754-3388
06-6841-5159
06-6841-5202
072-990-3636

主な輸送品目（任意掲載）

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物

市区郡名

和泉市

泉佐野市

事業所名
日本空輸株式会社 大阪空港営業所
株式会社流通サービス 豊中センター
ふそう陸送株式会社 大阪営業所
大阪航空燃料輸送株式会社 大阪営業所
豊能運送株式会社 池田営業所
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
株式会社正栄物流 本社
松岡満運輸株式会社 南大阪営業所
株式会社和泉物流 本社
ヤマト運輸株式会社 和泉支店
石下運輸株式会社 大阪南支店営業所
中川運輸有限会社 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 大阪南
有限会社新生物流サービス 本社営業所
新興物流株式会社 本社営業所
河合トランスポート有限会社 河合トランスポート有限会
社
新星運輸株式会社 本社営業所
三林運送株式会社 本社

住所

06-6856-7355
072-751-7001
072-737-7491
072-762-1925
072-761-1061
0725-53-4147
0725-51-3308
0725-53-5691
0725-54-0111
0725-99-0777
0725-41-9864
0725-51-0253
0725-44-6220
0725-90-2310
0725-55-7911
0725-53-5711

大阪府和泉市上町３６０－１

0725-41-5158

大阪府和泉市池上町４丁目１３番５２号
大阪府和泉市池田下町２９１２番地１
大阪府和泉市坪井町３２，３１－３，３３，３８，３２
大恵運輸株式会社 本社
地先
アオキ物流株式会社 和泉営業所
大阪府和泉市内田町１丁目７番６１号
太伸興業株式会社 本社営業所
大阪府和泉市伯太町１丁目６－７
伊保物産株式会社 本社営業所
大阪府和泉市伏屋町１－１１６９－３
有限会社丸七運送 本社営業所
大阪府和泉市伏屋町３丁目２２－４４
泉海商運株式会社 大阪営業所
大阪府和泉市平井町３０７－１
株式会社絆 本社
大阪府和泉市箕形町１丁目４番６２号
佐川急便株式会社 りんくう営業所
大阪府泉佐野市りんくう往来南６－２０
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 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１０
株式会社大谷 りんくう営業所
大阪府泉佐野市りんくう往来南５－３２
富士運輸株式会社 関西空港支店
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７
日本ルートサービス株式会社 りんくう事業所
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２
ヤマト運輸株式会社 関西空港支店
大阪府泉佐野市りんくう往来北２番１０
平野カーゴ株式会社 関西支店
大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２１
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 大阪府泉佐野市りんくう往来北５－１

※「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。

電話番号

大阪府池田市空港２－４７２ 空港ビル２階
大阪府池田市神田３丁目２番４号
大阪府池田市伏尾台３－１３－１０
大阪府池田市豊島南２－２２２－１
大阪府池田市豊島北１－５５８－１
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
大阪府和泉市テクノステージ３丁目１０番３号
大阪府和泉市テクノステージ３丁目５－１０
大阪府和泉市みずき台２丁目２４番３号
大阪府和泉市一条院町１２８－１
大阪府和泉市浦田町２３４－１
大阪府和泉市幸２丁目１番１０号
大阪府和泉市国分町１５９８番３９
大阪府和泉市三林町１０６１－１
大阪府和泉市春木川町３４番地の２
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0725-43-4747
0725-55-0600
0725-92-0968
0725-51-3970
0725-40-0881
0725-55-7011
072-293-5533
0725-57-2630
072-487-3150
072-458-1500
072-458-1100
072-468-6521
072-458-2322
072-463-6706
0724-60-2955
072-463-7455
072-469-0854

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

泉大津市

事業所名
日本空輸株式会社 関西空港センター営業所
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
宇賀急配株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 泉佐野支店
髙山運輸株式会社 本社営業所
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
紀泉運送株式会社 本社営業所
株式会社リープラインロジスティクス 本社営業所
片岡運輸株式会社 泉南事業本部
有限会社さがん商運 本社営業所
株式会社清丸運輸 本社営業所
愛知陸運株式会社 関空営業所
関空運輸株式会社 りんくう営業所
東大阪油脂運輸株式会社 本社営業所
神和装備株式会社 本社営業所
河西運輸株式会社 大阪営業所
光急便株式会社 本社営業所
エフワン流通株式会社 本社
近畿物流株式会社 本社営業所
大津急送株式会社 本社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 泉大津営業所
株式会社山水 泉大津
間口陸運株式会社 泉大津営業所
株式会社大伸 本社営業所
株式会社イズミ 本社営業所
新田運送株式会社 本社営業所
松堂運輸株式会社 本社営業所
有限会社マネックス 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
南開物流株式会社 本社営業所
新栄陸運株式会社 大阪営業所
鶴丸運輸株式会社 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
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－６
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
大阪府泉佐野市笠松１－１－７
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１１－８，８－１９
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５－７
大阪府泉佐野市住吉町５番１号
大阪府泉佐野市住吉町７－４
大阪府泉佐野市上之郷１６３０番地の１
大阪府泉佐野市上之郷３１７９－１
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地
大阪府泉佐野市中庄１０２－１
大阪府泉佐野市長滝３７９５－３
大阪府泉佐野市湊４丁目７４８－３、７５０－１
大阪府泉大津市なぎさ町１－３９
大阪府泉大津市我孫子７０番地の７
大阪府泉大津市我孫子６０１
大阪府泉大津市我孫子９３－１
大阪府泉大津市汐見町１０４
大阪府泉大津市汐見町１０４番地
大阪府泉大津市汐見町１０４番地－１
大阪府泉大津市汐見町１０７－２
大阪府泉大津市汐見町１１１
大阪府泉大津市汐見町２１番地の６０
大阪府泉大津市汐見町６５
大阪府泉大津市汐見町９８
大阪府泉大津市汐見町９８
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
大阪府泉大津市昭和町１６－１
大阪府泉大津市新港町１
大阪府泉大津市新港町１５
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電話番号
072-458-2381
072-469-1766
072-469-1901
072-462-1515
0724-61-1582
072-464-4625
072-464-1021
072-462-8731
072-462-1541
072-493-9323
072-464-2930
072-450-0455
072-467-4877
072-456-5401
072-469-3030
072-466-0225
072-458-7577
0725-23-5605
0725-32-8695
0725-22-4222
0725-31-0690
0725-21-1234
0725-23-8011
0725-23-2615
0725-20-5011
0725-32-1520
0725-32-9023
0725-22-8419
0725-33-0201
0725-33-0725
0725-22-7733
0725-22-8898
0725-20-5666
072-528-3577
0725-20-6553

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

株式会社合通 堺泉北支店
大利運輸株式会社 本社営業所
株式会社ラントランス 南大阪営業所
嘉陽運輸機工株式会社 本社営業所
東鉄運輸株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 泉大津支店
株式会社ホンダ 泉北営業所
南海通運株式会社 本社営業所
向洋運輸株式会社 本社営業所
八千代陸運株式会社 泉北営業所
両備トランスポート株式会社 大阪営業所
福山エクスプレス株式会社 泉大津営業所
福山通運株式会社 泉大津支店
株式会社ＮＳロジ関西 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
狭山運輸株式会社 本社営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 京阪支店
茨木市
安田運輸株式会社 茨木営業所
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
株式会社マイスター引越センター 本社

住所
大阪府泉大津市新港町１番，１０番地
大阪府泉大津市新港町１番３９
大阪府泉大津市曽根町２丁目１０番３６号
大阪府泉大津市池浦町５－４－１４
大阪府泉大津市臨海町１－１５－１
大阪府泉大津市臨海町１－３１
大阪府泉大津市臨海町１－３３
大阪府泉大津市臨海町１－８
大阪府泉大津市臨海町１丁目１５番２
大阪府泉大津市臨海町１丁目２１番地
大阪府泉大津市臨海町１丁目３０番
大阪府泉大津市臨海町２丁目１６
大阪府泉大津市臨海町２丁目１６番地
大阪府泉大津市臨海町３－２－２
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
大阪府大阪狭山市茱萸木５－６３６
大阪府茨木市鮎川５－１５－３
大阪府茨木市丑寅１－１０－４３
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
大阪府茨木市横江２－３－２３

電話番号
072-522-6866
0725-21-8989
0725-23-6072
0725-33-2037
072-522-1631
0725-32-6361
072-723-1118
0725-32-3241
072-521-2117
0725-22-5158
0725-20-6100
0725-33-5181
0725-33-5181
072-531-0500
072-366-3613
072-368-3703
072-360-1771
072-636-0621
072-645-5679
080-6604-9952
072-637-2234
072-637-7000

株式会社ヒガシトゥエンティワン 茨木ロジネット事業部 大阪府茨木市横江２－８－３２

072-637-5291

星和ロジテム株式会社 本社
ＳＢＳゼンツウ株式会社 大阪茨木営業所
株式会社北部市場運送 量販課営業所
近物レックス株式会社 北大阪支店
トナミ運輸株式会社 北大阪支店
久留米運送株式会社 北大阪支店
福井貨物自動車株式会社 北大阪支店
第一貨物株式会社 北大阪支店
山陽自動車運送株式会社 北大阪
松岡満運輸株式会社 北大阪支店
伊予商運株式会社 茨木営業所

072-630-0088
072-636-5220
072-634-0003
072-633-8575
072-632-8282
072-633-8581
072-633-8273
072-632-8250
072-633-2076
072-638-4111
072-636-1555

※「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。

大阪府茨木市横江２丁目４番６３号
大阪府茨木市横江２丁目６－２３
大阪府茨木市宮島１丁目１番２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
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
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
西濃運輸株式会社 北大阪支店
名鉄運輸株式会社 北大阪支店
岡山県貨物運送株式会社 北大阪支店
日ノ丸西濃運輸株式会社 北大阪営業所
九州西濃運輸株式会社 北大阪支店
ヤマト運輸株式会社 茨木西支店
有限会社スクーデリア 茨木営業所
中倉陸運株式会社 大阪営業所
三之丸通商株式会社 大阪営業所
日通トランスポート株式会社 大阪支店
四国運輸株式会社 大阪北営業所
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
株式会社トポスエンタープライズ 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
有限会社東進物流 高田営業所
株式会社日立物流西日本 機工営業所
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
石下運輸株式会社 大阪支店営業所
株式会社エヌティロジスティクス 大阪営業所
株式会社ウサ美物流 本社営業所
日本通運株式会社 茨木支店
株式会社スマイルライン 大阪営業所
ホンダ運送株式会社 近畿事業所 茨木センター
ヤマト運輸株式会社 茨木新庄センター
ヤマト運輸株式会社 茨木南支店
有限会社扶桑物流 大阪営業所
協陽高速運輸株式会社 茨木営業所
池田興業株式会社 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６号棟
大阪府茨木市宮島２－５－１（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２番６５号
大阪府茨木市宮島２丁目３－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１ 北大阪トラックターミ
ナル内
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
大阪府茨木市郡４丁目９番１８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
大阪府茨木市高田町９番
大阪府茨木市三咲町５－２６
大阪府茨木市舟木町２１－２６－２０５
大阪府茨木市宿久庄２－１０－２
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１７号
大阪府茨木市小柳町１３番２７号
大阪府茨木市上郡１－５－１７
大阪府茨木市上郡１丁目５番１７号
大阪府茨木市上穂東町３－１９
大阪府茨木市新庄町３番２７号
大阪府茨木市新堂２－４８０－１，４８１－１
大阪府茨木市新堂三丁目２番１９号
大阪府茨木市真砂３－１７－８
大阪府茨木市西河原２－２１－１２
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

06-4802-3016
072-632-8150
072-632-8255
072-632-8187
072-632-8222
080-5045-1366
072-636-0128
072-637-6452
072-637-1060
072-632-4466
089-905-9035
0726-36-1641
072-652-8650
072-640-0988
072-633-9446
072-623-1924
072-625-7871
072-621-4921
072-631-8440
072-625-0553
072-628-2320
072-641-7100
072-643-5054
072-657-8491
072-637-3110
072-643-5091
072-641-6631
072-626-1237
080-6604-9948
080-5045-1320
072-652-0318
072-633-8033
072-624-2244

食料品、飲料等、薬品等

市区郡名

事業所名
澁澤陸運株式会社 大阪ターミナル
榎本運送株式会社 本社営業所
株式会社ハセコン運輸 本社営業所
株式会社吉川運送 本店営業所
株式会社アルプス物流 大阪営業所
有限会社ミナミ 本社営業所
福山通運株式会社 茨木支店
日本郵便株式会社 茨木郵便局
有限会社井上運送 茨木
岡山通運株式会社 大阪営業所
株式会社多丸 本社営業所
株式会社北部市場運送 本社営業所
西濃エキスプレス株式会社 大阪営業所
新運輸株式会社 茨木営業所
株式会社丸菱運輸 本社
アンデス物流株式会社 茨木
西多摩運送株式会社 大阪営業所
もりか運送株式会社 本社営業所
西元運輸株式会社 本社
東洋メビウス株式会社 茨木支店
ヤマト運輸株式会社 茨木北支店
西濃運輸株式会社 茨木支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 茨木営業所
中央運輸株式会社 大阪営業所
佐川急便株式会社 北大阪営業所
株式会社吉富運輸 大阪営業所
株式会社ハンワ 本社
親和物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 茨木支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 北大阪支店
株式会社岡本運輸 本社営業所
ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 茨木営業所
清水運輸倉庫株式会社 本社営業所
三紀運輸株式会社 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
大阪府茨木市西河原北町６－１５
大阪府茨木市蔵垣内３丁目１９番２８号
大阪府茨木市太田３－１－６
大阪府茨木市大手町９－２６
大阪府茨木市沢良宣西４－１８－２０
大阪府茨木市竹橋町１番２１号－２
大阪府茨木市中河原町１２－１１
大阪府茨木市中穂積１丁目１－４０
大阪府茨木市島１丁目２１－２６
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３丁目１２番２５号
大阪府茨木市島４－２４－１７
大阪府茨木市島４丁目２１番２７号
大阪府茨木市島４丁目２４番４４号
大阪府茨木市島４丁目２７番１６号
大阪府茨木市東安威１－１８－１０
大阪府茨木市東安威１丁目２００－１
大阪府茨木市東安威２丁目１２番５号
大阪府茨木市東宇野辺町１－８１
大阪府茨木市藤の里１－２１８－１，２１９－１
大阪府茨木市藤の里１－４－８
大阪府茨木市藤の里１丁目４番８号 西濃運輸株式会社
茨木支店内
大阪府茨木市藤の里２－１５－８
大阪府茨木市南安威１－９－１６
大阪府茨木市南目垣１丁目５番１６号
大阪府茨木市南目垣２丁目５番３８号
大阪府茨木市南耳原１丁目１番１号
大阪府茨木市畑田町１番７号
大阪府茨木市畑田町２０番１号
大阪府茨木市平田一丁目６番７号
大阪府茨木市豊原町１０－２８
大阪府茨木市豊川３－７－３０
大阪府茨木市豊川４－２７－１５
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電話番号
072-622-6963
072-625-1266
072-622-2714
072-624-3865
072-634-4551
072-628-9702
072-643-1095
072-624-8705
072-630-1057
072-634-1845
072-635-8884
072-637-3000
072-633-3001
072-637-6001
072-630-5504
072-630-0735
072-643-6645
072-640-1313
072-641-6677
072-626-6706
080-5045-1009
06-4802-3024
072-641-1392
072-640-3601
072-643-8850
072-657-2001
072-638-8080
072-621-3639
080-6604-5070
072-827-6057
072-678-0597
072-641-3331
072-641-1453
06-6380-3888

主な輸送品目（任意掲載）

農産物、水産品、日用品・雑貨

市区郡名

貝塚市

事業所名
佐川急便株式会社 千里営業所
株式会社博運社 大阪支店
大商運輸株式会社 本社
株式会社浪花商事 本社営業所
株式会社ＫａｎａｅＬｉｎｅ 大阪営業所
久米田運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 貝塚支店
ミズタ物流株式会社 本社営業所
岡田運送株式会社 本社営業所
有限会社丸義運送 本社営業所
博新運輸株式会社 本社
近畿トランスポート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 貝塚支店

株式会社ＫＴＬ 本社
明治ロジテック株式会社 関西支店
株式会社カントラロジ 貝塚営業所
明幸運輸株式会社 貝塚営業所
ヤマト運輸株式会社 貝塚西センター
日軽物流株式会社 大阪営業所
大豊運輸倉庫株式会社 本社営業所
小山運送株式会社 本社営業所
下田運輸株式会社 本社営業所
交野市
北商陸運株式会社 本社営業所
株式会社田平陸送 本社営業所
株式会社引越社 奈良営業所
株式会社引越社 阪奈営業所
ヤマト運輸株式会社 交野支店
ヤマト運輸株式会社 柏原支店
柏原市
株式会社サンロジスティックス 阪南営業所
日本物流倉庫株式会社 大阪営業所
長尾産業株式会社 柏原営業所
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

※「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
大阪府茨木市豊川５－５５５－１
大阪府茨木市目垣３－１２３－１
大阪府茨木市目垣３丁目６番５号
大阪府茨木市野々宮２－８－２９
大阪府茨木市野々宮２丁目８番３０号
大阪府貝塚市浦田１０１
大阪府貝塚市港１７－８
大阪府貝塚市港６番地
大阪府貝塚市港７番地
大阪府貝塚市三ツ松２２９５番地の４
大阪府貝塚市森４３０番地
大阪府貝塚市森８４２－１
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
大阪府貝塚市二色中町１０－２
大阪府貝塚市二色南町１６
大阪府貝塚市二色南町１６番
大阪府貝塚市二色南町１６番
大阪府貝塚市二色南町８番１
大阪府貝塚市二色北町１－１７
大阪府貝塚市二色北町１番３号
大阪府貝塚市半田３丁目７番８号
大阪府交野市幾野４丁目２０番１号
大阪府交野市幾野６－２５－１２
大阪府交野市神宮寺２丁目３番１号
大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１
大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１
大阪府交野市星田北５－４５７１－１
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
大阪府柏原市国分東条町４３１３
大阪府柏原市石川町２番２２号
大阪府河内長野市原町１丁目１９番３号
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
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電話番号
072-641-5000
072-636-0501
072-632-2350
072-635-8500
072-668-4781
072-431-2233
0724-31-1721
072-436-8000
072-432-3500
072-446-3696
072-446-3333
072-446-6668
0724-26-2109
072-429-2200
072-439-1502
072-439-1387
090-2199-0544
072-430-5807
072-430-5106
072-436-2851
072-431-2684
072-892-1151
072-891-6626
072-895-5777
072-893-2626
072-893-3761
080-5045-1048
0729-78-0834
072-975-1251
072-977-8880
072-977-3851
0721-52-3330
0721-53-7880
0721-55-0446

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

門真市

事業所名
丸長運送株式会社 河内長野営業所
丸美運輸株式会社 本社営業所
岸運輸株式会社 本社営業所
株式会社日本トランスネット 南大阪支店
株式会社イズミサービス 本社営業所
やまびこ有限会社 本社
大阪センコー運輸株式会社 寝屋川
株式会社ＨＬＣ 本社営業所
丸協運輸株式会社 大阪営業所
株式会社ネットワーク 本社営業所
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
エムケー物流株式会社 本社営業所
有限会社武翔 本社営業所
眞鶴興業株式会社 本社
有限会社協立運輸 本社営業所
株式会社エー・アイ・コーポレーション 本社
旭栄物流株式会社 門真事業所
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
ワーレックス株式会社 大阪営業所
株式会社つばめ急便 門真営業所
株式会社小泉運送 大阪営業所
関西配送株式会社 門真営業所
大阪第一作業株式会社 本社営業所
松潮物流株式会社 本社
セントラル物流株式会社 本社営業所
株式会社東來物流 本社営業所
東來運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 門真支店
ヤマト運輸株式会社 寝屋川南支店
中廣運送株式会社 門真営業所
株式会社松元サービス 本社営業所
大阪星友運輸株式会社 本社営業所
山藤運送株式会社 門真営業所

※「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
大阪府河内長野市上原西町６番２０号
大阪府河内長野市上原町５０４－１
大阪府河内長野市石仏２８４
大阪府河内長野市野作町１４－２１
大阪府河内長野市野作町１４番２１号２Ｆ
大阪府門真市四宮４丁目１番１３号
大阪府門真市島頭３丁目２３－３４
大阪府門真市島頭２丁目８－２８
大阪府門真市ひえ島１５５－１
大阪府門真市ひえ島１８５番地
大阪府門真市沖町７９６
大阪府門真市下島町２１－９
大阪府門真市岸和田１丁目５番２３号
大阪府門真市岸和田３丁目４６番１号
大阪府門真市桑才新町４番１号
大阪府門真市五月田町３５－２５
大阪府門真市江端町７番１０号
大阪府門真市三ツ島５－１８－５
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５丁目５番２号
大阪府門真市三ツ島５丁目６番６号
大阪府門真市三ツ島６－２１－４
大阪府門真市三ツ島６３１
大阪府門真市三ツ島６丁目２０番２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２－３－１５
大阪府門真市四宮２－３－３
大阪府門真市四宮２－３－３
大阪府門真市四宮２丁目１１番５０号
大阪府門真市四宮２丁目２番２４号
大阪府門真市四宮３丁目１番４０号
大阪府門真市四宮３丁目２番３１号
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２番２８号
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電話番号
0721-54-2845
0721-53-8575
0721-68-8041
0725-90-2050
0721-50-0800
072-803-8228
072-887-0016
072-800-0500
072-887-4687
072-885-5980
072-887-3300
072-883-2889
072-882-0070
072-842-6222
06-6900-5601
072-885-9288
072-887-7881
072-885-7861
072-882-9100
072-885-0330
072-883-1478
072-885-4151
072-887-4501
072-887-5101
072-886-1223
072-886-1180
072-882-4155
072-887-7110
072-887-7115
072-882-3341
080-5045-1287
072-882-1050
072-800-9100
072-884-6373
072-887-1010

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

岸和田市

事業所名
株式会社ノジマ 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
株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス 大阪営業所
都南物流株式会社 門真営業所
大和物流株式会社 門真支店
ヤマト運輸株式会社 門真南支店
株式会社シンコーエキスプレス 本社
第一貨物株式会社 門真支店
ヤマト運輸株式会社 門真支店
松昇株式会社 本社営業所
大日運輸株式会社 門真営業所
大日倉庫株式会社 大阪共同配送センター
株式会社オーエス物流 門真営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大阪貨物セン
ター
株式会社エコトラック 本社営業所
名鉄運輸株式会社 門真支店
関西名鉄運輸株式会社 門真営業所
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
株式会社渡辺産業運輸 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 和泉光明支店
株式会社やませ運輸 岸和田営業所
内畑運送株式会社 岸和田営業所
石田運送株式会社 本社営業所
株式会社関西通商 本社
ヤマト運輸株式会社 宮本センター
日本郵便株式会社 岸和田郵便局
北斗運輸株式会社 本社
北海運輸株式会社 本社営業所
有限会社北星運輸 本社営業所
有限会社さくら物流 本社
有限会社大和商運 岸和田営業所

※「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

大阪府門真市四宮４丁目３番１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
大阪府門真市常盤町３番３号１０４号室
大阪府門真市深田町４番１１号
大阪府門真市大字桑才８５番地の１
大阪府門真市大字三ツ島２１６０
大阪府門真市大字打越４９５－１
大阪府門真市殿島町４－１
大阪府門真市島頭１丁目２番８号
大阪府門真市島頭３丁目１１番１５号
大阪府門真市島頭３丁目７番３号
大阪府門真市東江端町２番３号
大阪府門真市東田町１８番３号

072-887-5661
072-882-3624
072-884-1776
072-885-5353
06-6908-3925
072-842-5011
080-5045-1259
072-883-0061
06-6909-0380
080-5045-1243
072-884-0829
072-884-6111
072-882-7575
06-6926-9926

大阪府門真市東田町２－１

06-6905-3492

大阪府門真市稗島１８５
大阪府門真市北岸和田２－１０－２０
大阪府門真市北岸和田２丁目１０番２０号
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
大阪府岸和田市稲葉町１１６４
大阪府岸和田市稲葉町２７７－３，２７９－１，３
大阪府岸和田市下野町２丁目１２番１号
大阪府岸和田市加守町２丁目１１－３
大阪府岸和田市戒町９－５１
大阪府岸和田市三田町１３５８番地の１
大阪府岸和田市沼町２８－２７
大阪府岸和田市沼町３３－３３
大阪府岸和田市新港町１０－２２
大阪府岸和田市新港町１０－２２（２階）
大阪府岸和田市新港町１０－３３
大阪府岸和田市新港町１０－３３
大阪府岸和田市新港町１９－６

072-885-3433
072-881-3441
072-882-5000
072-883-2400
06-6909-2162
066-909-5471
072-479-2216
0724-79-1493
072-429-0720
072-479-0824
072-422-6160
0725-45-3303
0724-30-4604
072-439-5193
072-436-0569
072-436-1523
072-436-1594
072-436-0511
072-430-3412
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社一杉運輸 本社営業所
株式会社丸玉運送 大阪営業所
株式会社ゴトー物流 本社営業所
株式会社西村運輸倉庫 本社
阪南運輸倉庫株式会社 岸和田営業所
株式会社大興商会 本社営業所
ＲＴＴ株式会社 大阪支社
丸正株式会社 本社営業所
一心港運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 泉州ロジスティクスセンター
丸山商事株式会社 本社
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
橋本運送有限会社 本社
株式会社センリク 本社営業所
株式会社ケーシーエス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下松センター
ヤマト運輸株式会社 岸和田臨海支店
株式会社クロヒジ 本社
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
物流ネットワーク関西株式会社 岸和田営業所
株式会社丸運 堺物流センター
近畿石油輸送株式会社 営業所大阪支店
大泉運輸株式会社 本店営業所
大田貨物運送株式会社 本社営業所
株式会社日之出運輸 堺事業所
アオキ物流株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 堺支社

※「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
大阪府岸和田市新港町３－１
大阪府岸和田市新港町６番２・３
大阪府岸和田市新港町７－４
大阪府岸和田市地蔵浜町１１－１
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１１番地
大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地の１
大阪府岸和田市地蔵浜町７－１０
大阪府岸和田市地蔵浜町７－４
大阪府岸和田市地蔵浜町７－６
大阪府岸和田市池尻町７００番地２８
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
大阪府岸和田市東大路町５７－５
大阪府岸和田市畑町３－１７－１
大阪府岸和田市岸の丘町二丁目２番１５号
大阪府岸和田市別所町２丁目６９９番地
大阪府岸和田市木材町１１－１１
大阪府岸和田市木材町１１番地１４号
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
大阪府岸和田市臨海町１８番地
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５
大阪府堺市西区築港新町３丁１４番
大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町１－２－６
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１９１－１
大阪府堺市堺区海山町５丁１９７番
大阪府堺市堺区高砂町３丁７８－１
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電話番号
0724-39-4118
072-429-1700
072-433-0510
072-437-1661
072-422-2985
072-439-0084
072-433-7880
072-436-2851
072-422-4623
072-439-5447
072-443-7586
0724-43-3929
072-427-2300
072-437-0123
072-445-0161
072-420-0808
072-443-8723
072-436-8720
0724-37-4561
072-438-2304
072-437-7981
072-433-3554
072-437-9126
072-437-1727
072-437-1727
072-439-0371
072-436-8841
072-229-8871
072-241-4642
072-244-0269
072-238-0061
072-226-4111
072-224-8824
072-244-5210

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社山本運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺支店
株式会社中川工業所 堺営業所
株式会社ＮＳロジ関西 堺営業所
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
山九株式会社 大阪鉄鋼支店
サザントランスポートサービス株式会社 堺営業所
上田運輸株式会社 本社営業所
株式会社マツバヤシ 本社
株式会社サンボウ 本社営業所
ブルーエキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社寿運送 堺営業所
泉幸運送株式会社 本店
ノボパン運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジメディカル 大阪営業所
日本通運株式会社 西日本ロジスティクスセンター
株式会社大阪西物流 堺営業所
株式会社ヒガシトゥエンティワン 堺ロジネット事業部
トナミ運輸株式会社 南大阪支店
株式会社さくらコーポレーション 堺支店
日本郵便株式会社 堺郵便局
ヤマト運輸株式会社 堺浜支店
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
光栄物流株式会社 本社営業所
大阪サンヱー物流株式会社 堺営業所
上神谷梱包高速株式会社 本社営業所
山亀運送株式会社 本社営業所
大陽液送株式会社 本社営業所
月星海運株式会社 阪神支店 堺営業所
コウノイケ・エキスプレス株式会社 大阪事業所
大阪運輸倉庫株式会社 堺小型営業所
立正運送株式会社 堺営業所
株式会社関西トランスポート 本社営業部

※「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
大阪府堺市堺区今池町３－５－２５
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１番地
大阪府堺市堺区出島西町２番地
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
大阪府堺市堺区松屋町１丁６番地７
大阪府堺市堺区神南辺町１－４５－１
大阪府堺市堺区神南辺町１丁３番地の３
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１０番地
大阪府堺市堺区大浜西町４番地
大阪府堺市堺区大浜南町３丁１の２８
大阪府堺市堺区築港南町４－３０
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１５５
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７
大阪府堺市堺区築港八幡町１番５７号
大阪府堺市堺区築港八幡町１番６３
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
大阪府堺市堺区南島町４丁１７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
大阪府堺市西区下田町２７番４５号
大阪府堺市西区山田２－１９０－１８
大阪府堺市西区上７０７－１
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１２番地
大阪府堺市西区石津西町５
大阪府堺市西区石津西町７番４
大阪府堺市西区石津西町９－１
大阪府堺市西区石津西町９４番地１０
大阪府堺市西区草部４３０－１
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電話番号
072-232-5665
072-227-8285
06-6409-0127
072-241-7568
072-280-2118
072-280-0890
072-238-3941
072-228-8818
072-238-6969
072-275-8801
072-245-2801
072-229-3963
072-221-7127
072-238-4040
072-221-6491
072-282-6735
072-247-9501
072-225-0550
072-282-6555
072-228-1326
072-229-3666
072-232-0091
072-282-7022
072-241-1881
072-221-0215
072-202-3380
072-274-0202
072-273-2231
072-244-5422
072-241-6656
072-244-6300
072-243-2101
072-241-4100
072-244-8903
072-273-4915

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社神戸屋ロジスティクス 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
株式会社エイコー商事 堺営業所
花王ロジスティクス株式会社 堺営業所
堀田運送株式会社 大阪営業所
日通関西物流株式会社 堺鉄鋼事業所
福山ロジスティクス株式会社 堺営業所
福山通運株式会社 堺支店
株式会社マツダ運輸大阪 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 大阪営業所
シンエスサービス株式会社 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
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 堺共配センター
ヤマト運輸株式会社 堺臨海センター
小田運輸倉庫株式会社 本社
株式会社ライジング 本社営業所
富久屋運送株式会社 本社営業所
要運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 堺営業所
株式会社アストライン 堺営業所
ヤマト運輸株式会社 堺西支店
有限会社カナタ運送サービス 本社
エーエルプラス株式会社 堺営業所
ヤマト運輸株式会社 鳳センター
株式会社友成 本社営業所
株式会社セントウエス 本社営業所
オオトリ物流株式会社 本社営業所
大阪平岩運輸有限会社 堺営業所
株式会社フジライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺中支店
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

※「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
大阪府堺市西区草部５８８番地 株式会社神戸屋内
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丁５番４０号
大阪府堺市西区築港新町１丁５番６
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３０
大阪府堺市西区築港新町３丁６－１
大阪府堺市西区築港新町３丁６－１
大阪府堺市西区築港新町三丁三十八番地
大阪府堺市西区築港浜寺西町１０－３
大阪府堺市西区築港浜寺西町８番２３号
大阪府堺市西区築港浜寺町４
大阪府堺市西区菱木１丁２３１４番地２
大阪府堺市西区浜寺石津町西４丁１４－２
大阪府堺市西区浜寺石津町中１丁９６
大阪府堺市西区浜寺石津町東１－１－１５
大阪府堺市西区浜寺石津町東１丁６番２４号
大阪府堺市西区浜寺石津町東３－６－３４
大阪府堺市西区浜寺石津町東４－１２－６
大阪府堺市西区浜寺船尾町東１丁１１４
大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－２３５
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３－４４５
大阪府堺市西区平岡町５番地１
大阪府堺市西区鳳中町１０丁１７番３号
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
大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８
大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８
大阪府堺市石津西町１６番地
大阪府堺市中区見野山２０９
大阪府堺市中区見野山２１８－２他１１筆
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
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電話番号
072-274-0581
072-243-6439
072-243-7073
072-244-6000
072-243-5075
072-280-0801
072-245-2462
072-244-1324
072-244-3366
072-244-0250
072-269-3900
072-268-3370
072-268-0018
072-273-6232
072-284-7513
072-280-5813
072-241-2404
072-280-2100
072-244-7085
072-244-5023
072-262-0600
072-266-0055
072-262-6884
072-268-8019
072-274-2881
072-267-0170
072-265-7027
072-266-0088
072-262-2500
072-241-4804
072-239-2801
072-236-4436
072-279-1200
072-278-2720

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本郵便株式会社 堺中郵便局
ヤマト運輸株式会社 深井センター
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Ｇｌｏｂａｌｌｉｎｋ 本社
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
泉本運輸倉庫株式会社 本社
弘容通商株式会社 堺
有限会社左近商店 本社営業所
株式会社朋友 本社
関西やしま陸運株式会社 本社営業所
丸髙運送株式会社 本社営業所
株式会社伊集院運送 本店営業所
株式会社フジラインエキスプレス 本社
上神谷運送株式会社 本社営業所
共伸商事株式会社 本社営業所
株式会社ケイエスシイ 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
東和運輸株式会社 本店営業所
福栄ロジスティクス株式会社 本社
盛進通商株式会社 本社営業所
京阪久宝株式会社 本社営業所
関東エアーカーゴ株式会社 大阪営業所
株式会社スリーピース 本社営業所
山中運輸株式会社 本社営業所
株式会社小柳運送 本社営業所
宮地運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 南大阪支店
黒山運送株式会社 本社営業所
白鷺運輸株式会社 本社
株式会社カントラロジ 美原営業所

※「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
大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
大阪府堺市中区深井中町１２６０番地１
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番５
大阪府堺市中区土塔町４９－３
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市中区伏尾３７３番地
大阪府堺市中区伏尾８５
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
大阪府堺市東区草尾３５３－４
大阪府堺市東区日置荘北町３丁１５－３８
大阪府堺市東区丈六１８３－９
大阪府堺市南区宮山台３－１－２２－４０９
大阪府堺市南区原山台５丁１３番２号
大阪府堺市南区晴美台２－１－３１
大阪府堺市南区庭代台４丁７番１５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
大阪府堺市美原区黒山３８５－５，３８５－１
大阪府堺市美原区今井２９７
大阪府堺市美原区今井３４７番地１５
大阪府堺市美原区小寺４１３－１
大阪府堺市美原区小寺７６１－１
大阪府堺市美原区小平尾８３５－１
大阪府堺市美原区小平尾８３５－１
大阪府堺市美原区多治井１３５番地１
大阪府堺市美原区太井５４９番地３３
大阪府堺市美原区大保２７０
大阪府堺市美原区南余部２８－１
大阪府堺市美原区平尾２３１－２
大阪府堺市美原区平尾２３２５番地
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電話番号
072-281-0021
072-276-6255
072-239-2577
072-239-2819
072-239-1101
072-230-2282
072-230-0227
072-239-7577
072-277-6500
072-278-0747
072-276-5950
072-296-7771
072-236-7220
072-287-1102
072-368-6077
072-239-3227
072-298-1000
072-293-5566
072-293-5566
072-297-1202
072-298-4304
072-363-0466
072-362-3456
072-362-9194
0722-90-7593
072-362-3661
072-362-1439
072-363-8250
072-363-8250
072-363-1110
072-369-0010
072-362-5975
072-362-2885
072-952-3020
072-362-1261

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

四條畷市

摂津市

事業所名
近物レックス株式会社 南大阪支店
株式会社アストサービス 本社営業所
株式会社ジェイネクストロジスティクス 本社営業所
大西運送有限会社 堺営業所
株式会社ディーエム企画 本社
大阪三興物流株式会社 本社営業所
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
富士通運輸興業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新金岡センター
アートコーポレーション株式会社 堺支店
澤田運輸株式会社 本社営業所
小寺商運株式会社 本社営業所
株式会社ケイ・ディー・アール 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 もず陵南センター
株式会社引越社 港営業所
株式会社引越社 和泉営業所
ヤマト運輸株式会社 堺大泉支店
株式会社ジェイネットライン 本社営業所
えびの興産株式会社 大阪事業所
アトム物流株式会社 本社
丸善大阪運輸株式会社 本社営業所
豊栄運輸倉庫株式会社 本社
トナン輸送株式会社 四條畷営業所
都南物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 四條畷支店
株式会社青山本店関西 本社営業所
株式会社日立物流西日本 東大阪営業所
株式会社合通 摂津支店
センコー株式会社 大タコンテナセンター
ダイハート物流株式会社 摂津物流センター
遠洲トラック関西株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 千里丘営業所
ネクスト株式会社 本社
阪神ロジテム株式会社 摂津営業所

※「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
大阪府堺市美原区平尾３２１－２
大阪府堺市美原区北余部４０－１０
大阪府堺市美原区北余部４０番地１０
大阪府堺市美原区木材通１丁目７－４６
大阪府堺市美原区木材通４丁目１２０４－１５
大阪府堺市美原区木材通４丁目１３番１
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
大阪府堺市北区中村町１９１－３
大阪府堺市北区中村町６２０番地１
大阪府堺市北区中百舌鳥町１－２４９
大阪府堺市北区南花田町３２３－１
大阪府堺市北区百舌鳥西之町２丁２０５
大阪府堺市北区百舌鳥西之町２丁２０５
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁３７６番地２
大阪府堺市北区北花田町４丁１０６番地１６
大阪府堺市北区北花田町４丁１０６番地１６
大阪府堺市北区北花田町４丁８９－２３
大阪府堺市北区野遠町５０番地
大阪府四条畷市大字下田原１３６４－１
大阪府四條畷市岡山東２－１－１１
大阪府四條畷市蔀屋新町６番２５号
大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２
大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２
大阪府四條畷市蔀屋新町７番１２号
大阪府四條畷市中野本町２９２－１，２９３－１
大阪府四條畷市米崎町２０番３０号
大阪府摂津市鳥飼中３－５－４０
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目９番４８号
大阪府摂津市安威川南町２－９
大阪府摂津市新在家２丁目２番２号
大阪府摂津市西一津屋２－２２
大阪府摂津市千里丘７丁目９番３１号
大阪府摂津市鳥飼下３丁目２７－１９
大阪府摂津市鳥飼下３丁目３３－５
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電話番号
072-363-5320
0721-80-3366
0721-80-3330
072-361-3360
072-287-0513
072-362-3517
072-258-6012
072-252-0305
06-6628-0429
072-252-3265
072-257-0123
072-258-8484
072-274-7777
072-274-9888
072-276-7525
0722-53-9290
0722-56-2626
072-240-8782
072-240-8885
0743-71-0008
072-877-1011
072-803-4151
072-878-7881
072-878-7881
072-878-7881
080-5045-1303
072-636-1160
072-654-9515
072-654-5161
06-6340-5116
06-6340-0234
06-4862-0005
080-3621-1320
072-679-1181
072-653-7606

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
森吉通運株式会社 大阪営業所
大阪北運輸株式会社 大阪営業所
協同運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 摂津鳥飼上センター
株式会社プレジャー関西 本社営業所
山本通商株式会社 本社営業所
株式会社ケイエスシー物流 摂津営業所
株式会社イージーエスライン 本社営業所
株式会社翔樹 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 大阪営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 大阪センター
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
西濃運輸株式会社 摂津支店
ダイセーエブリー二十四株式会社 大阪スーパーハブセン
ター
大南運送株式会社 本社
田中運送株式会社 本社
新三興物流株式会社 本社営業所
王子陸運株式会社 大阪北
成美運輸株式会社 本社営業所
平和産業株式会社 大阪営業所
間口陸運株式会社 大阪北営業所
株式会社合通 大阪配送センター
株式会社ロード 本社営業所
株式会社サンロジスティックス 大阪営業所
株式会社ケイシン 大阪第２物流センター
株式会社シンワ・アクティブ 本社営業所
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

※「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

大阪府摂津市鳥飼上２－３－２３
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３－２－３８
大阪府摂津市鳥飼上３丁目２番１７号
大阪府摂津市鳥飼上４－１－１９
大阪府摂津市鳥飼上４－３－４４
大阪府摂津市鳥飼上４－８－１１
大阪府摂津市鳥飼上４丁目１１番７号
大阪府摂津市鳥飼上４丁目１３－４１
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８７
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５－６９

072-653-0302
072-653-0500
072-654-1885
080-5451-9070
072-665-5332
072-653-2570
072-650-3233
072-653-7417
072-653-7447
072-650-3256
072-654-3021
072-654-3116
072-654-2015
072-654-0003

大阪府摂津市鳥飼上５丁目１６

072-654-1880

大阪府摂津市鳥飼上５丁目２－５２
大阪府摂津市鳥飼上５丁目６－３０
大阪府摂津市鳥飼新町２－３１－２９
大阪府摂津市鳥飼西３－１１－１
大阪府摂津市鳥飼西３丁目１１－１
大阪府摂津市鳥飼西５－４－１５
大阪府摂津市鳥飼西５丁目１－８
大阪府摂津市鳥飼西５丁目１番１号
大阪府摂津市鳥飼中１丁目３１番２号
大阪府摂津市鳥飼中２－２－６３
大阪府摂津市鳥飼中２－３－３７
大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９
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

072-653-2671
072-654-4180
072-650-3527
072-650-5700
072-653-0801
072-653-4422
072-637-5190
072-654-3772
072-677-2522
072-650-3065
072-652-6009
072-654-0172
072-653-8433
072-650-4115
072-650-4116
072-653-2800
072-653-1700
072-646-8122
072-654-0101
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

株式会社三紀ライン 本社営業所
出水運輸センター株式会社 大阪営業所
アジア運輸株式会社 本社営業所
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
株式会社大阪西物流 本社営業所
株式会社オー・エス・エス 大阪直配センター
コスモ物流株式会社 本社営業所

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２－４－９
大阪府摂津市鳥飼本町２－５－３１
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２丁目６番１６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３丁目３－３１

06-6380-3888
072-653-1030
072-653-7577
072-654-6630
072-654-2341
072-654-0695
072-653-4533
072-654-5766

オオヨド急運株式会社 摂津営業所

大阪府摂津市鳥飼本町３丁目７番１０号

072-654-0766

株式会社永尾運送 摂津
福山通運株式会社 摂津支店
梅田運輸倉庫株式会社 ローリー営業所
ヤマト運輸株式会社 摂津支店
株式会社崎畑 本社営業所
株式会社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
東豊配送株式会社 本社営業所
中央陸運株式会社 摂津営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 大阪運輸営業所
株式会社トミナガ 本社営業所
株式会社風雅ロジスティクス 摂津営業所
株式会社保証合同 鶴野
旭興産運輸株式会社 北大阪営業所
千里運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 摂津鶴野センター
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
有限会社拓海ロジリューションエクスプレス 本社
大和通商株式会社 摂津営業所
株式会社合通 北大阪配送センター
名鉄運輸株式会社 大阪引越支店
株式会社大谷 本社営業所
カトーレック株式会社 摂津営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 常温大阪北センター

大阪府摂津市鳥飼本町４－５－８
大阪府摂津市鳥飼本町４丁目１番２２号
大阪府摂津市鳥飼本町５－７－２１
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１０７１
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番２９号
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
大阪府摂津市鳥飼銘木町１７－１１
大阪府摂津市鳥飼銘木町２番地２９号
大阪府摂津市鳥飼野々３－２－１５
大阪府摂津市鳥飼和道１－５－２
大阪府摂津市鶴野１丁目４番１９号
大阪府摂津市鶴野２丁目３番１１号
大阪府摂津市鶴野３－４－８
大阪府摂津市鶴野３－６－１１
大阪府摂津市鶴野３丁目３番２０号
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丁目１０６番地
大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号
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１番４５号
大阪府摂津市東一津屋７番２号
大阪府摂津市東別府１－５－３４
大阪府摂津市東別府１丁目４－９

075-654-1414
072-654-1101
072-654-4983
080-5045-1033
072-653-5667
072-653-1563
072-653-5868
072-654-4558
072-654-8709
072-654-1481
072-654-4790
072-635-5541
072-646-5000
072-632-2091
072-638-2301
080-6604-5069
072-637-0821
072-634-0070
072-638-2626
072-657-0100
072-652-2530
06-4862-2700
06-6827-1800
06-6340-5555
06-6827-0121

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、機械・機械部品、化
学製品・ゴム製品

市区郡名

泉南市

事業所名
明雪運輸株式会社 常温一括大阪北センター
大阪運輸倉庫株式会社 鳥飼営業所
株式会社安治川クレーン 本社営業所
信越定期自動車株式会社 大阪営業所
株式会社近興 本社
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
大阪運輸倉庫株式会社 複合営業所
摂津運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 泉南支店
豊隆運輸有限会社 本社営業所
航空集配サービス株式会社 大阪支店
フジエアカーゴエクスプレス株式会社 関西空港

大東市

住所
大阪府摂津市東別府１丁目４－９
大阪府摂津市東別府３－１－７
大阪府摂津市東別府３－１－７
大阪府摂津市東別府３－３－１０
大阪府摂津市東別府３－３－６
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番２２号
大阪府摂津市東別府３丁目１番７号
大阪府摂津市別府３－１５－３
大阪府泉南市信達市場１５８１－１
大阪府泉南市信達大苗代１２８１－１
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 第１国際貨物代理店ビ
ル２Ｆ
大阪府泉南市樽井３－３３－５
大阪府泉南市樽井７－２３－１４
大阪府泉南市樽井９丁目１４－２８
大阪府泉南市幡代１－１１－７
大阪府大東市中垣内５丁目４番１号
大阪府大東市灰塚５丁目１番４５号
大阪府大東市御供田３丁目１３７番２
大阪府大東市御供田５－７－２
大阪府大東市御領１－１０－４
大阪府大東市御領３－１４－２２
大阪府大東市御領３－７－５
大阪府大東市御領３丁目８７９
大阪府大東市諸福４丁目５－１
大阪府大東市諸福５－１３－４
大阪府大東市諸福７－４－４７
大阪府大東市新田旭町１－１５

有限会社泉州急送 本社営業所
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
有限会社藤原運送 本店営業所
株式会社近貨 中央営業所
有限会社広新 本社営業所
旭陸運倉庫株式会社 大阪営業所
大阪第一物流株式会社 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 本社営業所
大信相互運輸株式会社 本社
株式会社陽光 大阪物流センター
有限会社秀吉 大東営業所
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
株式会社東海ロジテム 大阪物流センター
旭新運輸開発株式会社 大東営業所
ウエストロジ・コーポレーション株式会社 家具共配大阪
大阪府大東市新田旭町１番１５号
営業所
大和物流株式会社 大東営業所
大阪府大東市新田旭町４１番
西濃運輸株式会社 大東支店
大阪府大東市新田境町１－２６
丸善運輸倉庫株式会社 本社営業所
大阪府大東市新田境町４番１号
鮎陸運倉庫株式会社 本社
大阪府大東市新田境町８番５１号

※「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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電話番号
06-6827-5588
06-6349-1821
06-6349-6201
06-6349-0124
06-6349-2256
06-6349-7123
06-6195-7655
06-6340-0150
06-6349-2261
0724-82-8415
072-480-5660
072-456-5627
072-456-8933
072-483-6327
072-483-4704
072-485-0893
072-483-1140
072-869-2010
072-806-2626
072-871-0621
072-870-2918
072-889-7671
072-889-7020
072-875-0500
072-806-2195
072-870-0500
072-872-0889
072-875-2851
072-889-2580
072-889-2574
072-889-6811
06-4802-3019
072-869-2100
072-874-7471

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

高石市

事業所名

住所

有限会社キタノ 本社営業所
藤久運輸倉庫株式会社 大阪営業所

大阪府大東市新田中町１番６号
大阪府大東市新田北町４－４７

072-869-4001
072-872-1563

株式会社オーティーロジサービス 本社

大阪府大東市新田北町４番５０号

072-873-1234

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
株式会社エトワス 大東営業所
株式会社ホームエネルギー近畿 大阪東センター
丸長運送株式会社 堺営業所
菱華運輸株式会社 大阪支店

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丁目３番１３号
大阪府大東市南新田１丁目３番１３号
大阪府大東市氷野４丁目１番２５号
大阪府高石市高師浜４－１１－２９ ２０２号
大阪府高石市高砂１－１
大阪府高石市高砂１－１ ＥＮＥＯＳグローブ株式会社
大阪ガスターミナル内
大阪府高石市高砂１丁目１１番地１
大阪府高石市高砂１丁目３番地
大阪府高石市高砂２－１
大阪府高石市高砂２－１
大阪府高石市高砂２－３－７
大阪府高石市高砂２－３－７
大阪府高石市高砂２－３－７
大阪府高石市高砂２－８
大阪府高石市高砂２－９－８
大阪府高石市高砂２丁目１３番地
大阪府高石市高砂２丁目２番７号
大阪府高石市高砂３－７－２
大阪府高石市高砂３丁目３０
大阪府高石市高砂３丁目４３番
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５２番地
大阪府高石市高砂３丁目５番２
大阪府高石市高師浜４丁目１１番２９号 ２０２号室
大阪府高石市取石２－７－１３
大阪府高石市取石５丁目９－２
大阪府高石市取石６－１３－２

072-874-0123
072-873-4451
080-5045-1273
072-871-4561
072-870-7055
072-870-7055
072-873-0058
072-280-6360
072-268-1991

ロジトライ関西株式会社 堺事業所
吉川輸送株式会社 高石営業所
丸全関西物流株式会社 ＤＩＣ堺営業所
泉物流産業株式会社 本社営業所
大阪石油工運株式会社 本社営業所
協栄株式会社 本社営業所
栄トランスポート有限会社 本社営業所
栄運輸工業株式会社 泉北支店
堺阪南運送株式会社 本社営業所
日陸物流株式会社 大阪営業所
佐竹運送株式会社 本社営業所
南大阪いづみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヒューテックノオリン 関西支店
株式会社トーショー 大阪営業所
株式会社エネックス 関西支店
相和運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高砂センター
鴻池運輸株式会社 陸運泉北営業所
高砂物流株式会社 堺営業所
有限会社石田運送店 本社営業所
有限会社Ｉ．Ｓトータルサービス 本社
有限会社幕内運送 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。
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電話番号

072-269-2888
072-268-0455
072-268-1226
072-268-3458
072-268-0305
072-268-1028
072-268-0440
072-268-1335
072-268-1585
072-269-3838
072-268-0525
072-268-3450
072-268-0528
072-268-0815
072-268-3970
072-268-1215
072-269-3077
072-268-1636
072-280-6360
072-272-8666
072-260-5661
072-272-1457

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、輸送機械・輸送機械部品、
日用品・雑貨

市区郡名

高槻市

事業所名
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
共和運輸株式会社 本社営業所
播松運輸株式会社 高石営業所
株式会社サカイ引越センター 北大阪支社
株式会社ロジパルエクスプレス 高槻営業所
菱自運輸株式会社 高槻営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻東部支店
共和運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻支店
株式会社コラビス東海 大阪営業所
株式会社大崎 大阪営業所
大阪三興物流株式会社 北大阪営業所
株式会社ユーエムロジ 高槻営業所
株式会社合通 北大阪流通センター
株式会社イシダカーゴ 本社営業所
株式会社リクサスカーゴ 北大阪営業所
鴻池運輸株式会社 大阪定温流通センター営業所
株式会社合通 北大阪支店
ダイセーロジスティクス株式会社 大阪ハブセンター
株式会社合通 高槻配送支店
大阪トヨペットロジスティック株式会社 本社
西村梱包倉庫株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 高槻
エーエルプラス株式会社 高槻営業所
谷口興業株式会社 本社営業所
シモハナ物流株式会社 大阪営業所
グリーン物流株式会社 本社営業所
関西急送株式会社 大阪支店
大阪西部運輸株式会社 本社営業所
株式会社近鉄トランステック 関西オペレーションセン
ター
株式会社関西まるだい物流 本社営業所
株式会社浜田 本社
ケイヒン陸運株式会社 高槻営業所

※「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
大阪府高石市取石７－４－５
大阪府高石市西取石７－７－２３
大阪府高槻市大塚町５－１９－１
大阪府高槻市辻子３－２１－１
大阪府高槻市井尻２－１３－１
大阪府高槻市井尻２－８５０－１
大阪府高槻市浦堂本町３６－３１
大阪府高槻市下田部町２－２６４－４，５
大阪府高槻市下田部町２丁目５５番３号
大阪府高槻市宮田町１－５－１０
大阪府高槻市玉川３丁目１－５
大阪府高槻市玉川３丁目１番２号
大阪府高槻市桜町１－５
大阪府高槻市三島江１－１１－２７
大阪府高槻市三島江１－７－１５
大阪府高槻市三島江２－２－６
大阪府高槻市三島江２－５－１３
大阪府高槻市芝生町１－５２－１
大阪府高槻市芝生町４－３３－１
大阪府高槻市芝生町４丁目６番２号
大阪府高槻市上牧南駅前町９－２
大阪府高槻市西冠３－４１－１
大阪府高槻市西冠三丁目５８番６号
大阪府高槻市西面中１－４－２３
大阪府高槻市西面北１丁目７－１
大阪府高槻市西面北２丁目１９－１
大阪府高槻市大字原８９１－４
大阪府高槻市大塚町５－２４－１

072-272-5368
072-271-8668
072-273-1551
0725-40-0017
072-673-1422
072-676-9577
072-669-1155
080-5045-1471
072-689-5243
080-5045-1447
072-670-5228
072-694-5055
072-678-4510
072-677-5676
072-681-4897
072-678-5491
072-677-9781
072-677-7755
072-677-5261
072-668-5313
072-678-1283
072-677-7351
072-669-6481
072-675-0123
072-675-0801
072-677-1300
072-678-3705
072-679-1500
0726-89-5046
072-672-8300

大阪府高槻市大塚町５丁目２６番１０号

072-661-5460

大阪府高槻市柱本３－１２－１０
大阪府高槻市柱本３丁目８番６号
大阪府高槻市柱本５－１１２－１－２

072-677-1851
072-678-6601
072-677-9111
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富田林市

豊中市

事業所名

住所

電話番号

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
株式会社ダイトク 本社営業所
明治運送株式会社 高槻営業所
山鉄運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻西部支店
トーエイ物流株式会社 大阪支店
三洋運輸株式会社 大阪営業所
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
大和通商株式会社 高槻営業所
直販配送株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻南部支店
株式会社平田商事 高槻
ヤマト運輸株式会社 富田林錦織支店
本州運送株式会社 本社営業所
丸鉄運送株式会社 本社営業所

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
大阪府高槻市柱本新町５－１
大阪府高槻市朝日町１－１０
大阪府高槻市登町５５－１０
大阪府高槻市土室町１７０－１，１７１－１
大阪府高槻市唐崎１２８０番地
大阪府高槻市唐崎中３－１－３５
大阪府高槻市唐崎南１－３１－１
大阪府高槻市南庄所町２３番１号
大阪府高槻市南平台３丁目３１－２８
大阪府高槻市日向町２４番１号
大阪府高槻市番田１－５１－１
大阪府高槻市番田１－９６，９５－１
大阪府高槻市明野町１５番１８－１０３号
大阪府富田林市錦織東１－２０－３
大阪府富田林市錦織南１丁１３－８
大阪府富田林市若松町２－４－２９

080-6699-5420
072-629-8377
072-677-4111
072-683-0781
072-672-0690
080-5045-1488
072-679-2112
072-677-1416
072-679-2515
072-668-6000
072-690-4311
072-670-5110
072-662-9331
080-5045-1502
072-675-2530
0721-20-4085
0721-23-2341
0721-25-2747

株式会社福田物流 本社営業所

大阪府富田林市若松町東１－６－４

0721-23-2910

東信梱包株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 若松町東センター
福山通運株式会社 富田林営業所
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
佐川急便株式会社 富田林営業所
小松運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中北支店

大阪府富田林市若松町東２－２－１０
大阪府富田林市若松町東２丁目２５
大阪府富田林市若松町東一丁目３－１５
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番１号
大阪府富田林市中野町西２－７５－１，７６－１
大阪府富田林市中野町東１－２２
大阪府富田林市梅の里３丁目１８番１１号
大阪府豊中市蛍池西町２－８－３６
大阪府豊中市蛍池西町３－４００ 大阪国際空港南貨物
地区
大阪府豊中市原田元町３丁目１４番２７号
大阪府豊中市原田南１－１４８－４
大阪府豊中市三和町１－２－７
大阪府豊中市勝部１－８－２
大阪府豊中市勝部１丁目８番２号

0721-26-0386
0721-20-4512
0721-20-5700
0721-23-3516
0721-24-8927
0721-25-5290
0721-25-0081
0721-90-2311
06-6845-6198

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 豊中曽根センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 豊中営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中二葉センター
株式会社エースコーポレーション 本社営業所
株式会社エースムービング 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。
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06-6398-7851
06-6840-5270
06-6866-3711
06-6331-0021
06-6841-0243
06-6841-0243

主な輸送品目（任意掲載）

日用品・雑貨、食料品、飲料等

家電品・家電部品、木材・木製品、
機械・機械部品

市区郡名

寝屋川市

事業所名
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
株式会社ロイヤルコーポレーション 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 大阪営業所
イヌイ運送株式会社 大阪営業所
株式会社アクト 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 吹田支店
タナカ物流株式会社 豊中
菱江ロジスティクス株式会社 本店営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 関西主管支店
株式会社サカイ引越センター 阪神支社
ヤマト運輸株式会社 豊中東支店
明石運送株式会社 浜営業所
株式会社サカイ引越センター 豊中支社
日本通運株式会社 豊中営業支店
日通関西物流株式会社 豊中物流センター
日本通運株式会社 大阪空港貨物センター
日本郵便株式会社 豊中南郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊中北条センター
仁川運輸株式会社 豊中営業所
福山通運株式会社 豊中支店
アートコーポレーション株式会社 北大阪
株式会社リクサスカーゴ 大阪営業所
株式会社ネットワークコーポレーション 本社営業所
西濃運輸株式会社 豊中支店
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
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 大阪主管センター
大阪石部運輸倉庫株式会社 本社
株式会社ＯＤＡ 本社
村岡運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川中央センター
株式会社ホンダ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川西支店
ＩＮＯＵＥ ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ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１丁目５番１号
大阪府豊中市庄内宝町３－１１－２２
大阪府豊中市庄内宝町３－２－１
大阪府豊中市庄本町２丁目９番１０号
大阪府豊中市上新田２－１３－１５
大阪府豊中市上津島３丁目１０番３号
大阪府豊中市神州町２－８１
大阪府豊中市走井２丁目９－１
大阪府豊中市二葉町２－６－３０
大阪府豊中市浜２－５６３－１，５６４－４
大阪府豊中市浜３－２１－３
大阪府豊中市服部寿町３－１７－５
大阪府豊中市服部西町５丁目１８－１
大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号
大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号
大阪府豊中市穂積２丁目２－８
大阪府豊中市北条町４丁目１９４３－４，１９４４－５
大阪府豊中市末広町２丁目１０－１０
大阪府豊中市箕輪３丁目４０－３
大阪府豊中市箕輪３－７－１
大阪府豊中市箕輪３丁目７－１５
大阪府豊中市名神口１－５－２
大阪府豊中市名神口１－６２－１
大阪府豊中市名神口１丁目１０番１
大阪府豊中市利倉３丁目８１番２
大阪府寝屋川市点野３丁目１７－７
大阪府寝屋川市宇谷町３番１５号
大阪府寝屋川市河北中町３７番２号
大阪府寝屋川市葛原１－３１－８
大阪府寝屋川市葛原１丁目３２番１６号
大阪府寝屋川市葛原２丁目１４番１６号
大阪府寝屋川市葛原２丁目８番１８号
大阪府寝屋川市葛原新町５番５４号
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電話番号
06-6858-5263
06-6840-5810
06-4867-9313
06-6334-4774
06-6331-1254
06-6336-6721
06-6835-0123
06-6867-5180
06-6334-5478
06-6841-1061
06-6331-1141
06-6334-8183
06-6331-1688
06-6864-1141
06-6862-1421
06-4300-4092
06-4300-4070
06-6862-4600
06-6863-5099
072-784-0257
06-6848-2920
06-6843-0123
06-4866-5101
06-6862-5849
06-4802-3014
06-6866-1830
06-6866-5390
072-800-3835
072-822-2941
072-824-8113
072-826-1151
080-6698-2748
072-826-5321
080-5045-1365
072-812-2227

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

羽曳野市

八尾市

事業所名
株式会社共進エキスプレス 本社営業所
ヤマトマルチチャーター株式会社 大阪支店
七宝運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 寝屋川国松センター
日本郵便株式会社 寝屋川郵便局
株式会社野出運輸 本社営業所
株式会社大阪サンワ 本社営業所
田村運輸株式会社 本社営業所
大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社 本社営業所
有限会社ネットワークエキスプレス 本社営業所
中鋼運輸株式会社 大阪営業所
ニシリク株式会社 本社営業所
株式会社神戸屋ロジスティクス 寝屋川営業所
有限会社益田運送店 本店
朝日町運輸倉庫株式会社 寝屋川
有限会社ドルフィン物流サービス 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 京阪支社
ダイシン物流株式会社 寝屋川営業所
福山通運株式会社 寝屋川支店
中越運送株式会社 大阪営業所
多摩運送株式会社 大阪営業所
大阪丸進運輸株式会社 南大阪営業所
トランスポートアトミック株式会社 本社
株式会社中通 柏原営業所
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
有限会社サクセスコーポレーション 本社営業所
芝池運輸株式会社 本社営業所
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
白鷺運輸株式会社 南営業所
丸進運輸株式会社 南大阪営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 八尾センター
有限会社トップラインサービス 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
大阪府寝屋川市香里西之町２６－３２
大阪府寝屋川市高宮栄町５番１号
大阪府寝屋川市高柳２丁目５０番７－２０２号
大阪府寝屋川市国松町１－１
大阪府寝屋川市初町４－５
大阪府寝屋川市寝屋１丁目３７番２８号
大阪府寝屋川市新家１－６－７
大阪府寝屋川市秦町１２－３３
大阪府寝屋川市仁和寺本町３－２－３８
大阪府寝屋川市仁和寺本町３丁目１０番２２号
大阪府寝屋川市池田３－６－２１
大阪府寝屋川市池田新町１９－３０
大阪府寝屋川市点野２－５－２
大阪府寝屋川市点野３－１３－９
大阪府寝屋川市楠根南町１－２
大阪府寝屋川市楠根北町２番１９－３０５
大阪府寝屋川市豊里町１－１２
大阪府寝屋川市豊里町１７番２４号 （２２６－１）
大阪府寝屋川市豊里町３７－３０
大阪府寝屋川市堀溝１丁目２１－１
大阪府寝屋川市萓島東３－２４－１２
大阪府羽曳野市はびきの４丁目１３７－５
大阪府羽曳野市羽曳が丘３丁目２５番３号
大阪府羽曳野市駒ヶ谷２番地の１８７
大阪府羽曳野市軽里３－２１８－１
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
大阪府羽曳野市尺度１６５番地２
大阪府羽曳野市蔵之内６０４－４
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
大阪府羽曳野市野４９０－１
大阪府羽曳野市壺井５９０番８、９、５８８番地２
大阪府八尾市太田新町３丁目１７４－１
大阪府八尾市垣内４丁目４番地の２９
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電話番号
072-833-0700
072-811-3955
072-827-0638
080-5068-1000
072-820-2601
072-825-2301
072-821-2149
072-822-3686
072-828-2545
072-830-1000
072-826-5186
072-839-6666
072-839-2655
072-826-2788
072-823-0881
072-803-5885
072-835-1141
072-829-5522
072-826-3571
072-822-1501
072-822-8621
072-956-9990
072-957-6155
072-957-5153
072-958-4381
072-950-5510
072-956-9044
072-957-1833
072-957-6511
072-956-7800
0729-54-6192
072-952-3020
072-956-9990
0729-20-3881
072-967-6860

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

住所

電話番号

西川自動車株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾西支店
株式会社大島商事 本社営業所
枚方運輸株式会社 本社営業所
中馬運輸株式会社 本社営業所
酒本商事株式会社 本社営業所
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
エーエルプラス株式会社 八尾営業所
親和運輸株式会社 本社営業所
親和運輸倉庫株式会社 本社
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 関西営業所
日本通運株式会社 天王寺支店
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

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
大阪府八尾市弓削町１丁目６６番地
大阪府八尾市弓削町南２丁目１１番
大阪府八尾市高美町１－４－３７
大阪府八尾市高美町６丁目３番７号
大阪府八尾市志紀町南１丁目１３２番地
大阪府八尾市若林町２丁目６９番地
大阪府八尾市渋川町六丁目２番地１１号
大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号
大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号
大阪府八尾市神宮寺４－４９
大阪府八尾市神武町２－２４
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

072-993-2234
080-6699-5449
072-941-2055
072-920-5488
072-922-3571
072-922-2470
072-949-4646
080-5045-1204
072-993-9200
072-925-0051
072-925-0051
080-5045-1206
072-990-2070
072-991-5211
072-940-3651
072-940-3651

株式会社大通 八尾

大阪府八尾市西弓削２丁目２０３番地

072-948-0840

トールエクスプレスジャパン株式会社 東大阪支店
大阪センコー運輸株式会社 八尾営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾支店
株式会社サカイ引越センター 東大阪支社
マンナ運輸株式会社 大阪営業所
佐々木茂義 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾中田センター
東栄運輸株式会社 本社営業所
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
近畿配送サービス株式会社 八尾センター営業所
スギヤマ物流サービス株式会社 本社営業所
神原運輸株式会社 本社営業所
明治運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 八尾楠根センター
辻運輸株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 八尾支店

大阪府八尾市西高安町４－７１
大阪府八尾市泉町２丁目５８
大阪府八尾市太子堂１－１－３
大阪府八尾市太田４－１４－１
大阪府八尾市太田新町２丁目９６番
大阪府八尾市竹渕西４－１５
大阪府八尾市中田３－６０
大阪府八尾市東山本町５－８－２１
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
大阪府八尾市南亀井町５丁目２番２８号
大阪府八尾市南小阪合町１－１－２３
大阪府八尾市南太子堂４－４－３７
大阪府八尾市南太子堂５－４－３４
大阪府八尾市楠根町２－５５－１
大阪府八尾市楠根町５丁目２５
大阪府八尾市福栄町２－３０

0729-23-0801
072-995-1101
080-5045-1220
072-949-5141
072-949-0093
06-7494-6333
080-5045-1205
072-997-8000
072-991-0631
072-925-5585
072-922-6300
072-991-3000
072-999-6233
072-925-6211
080-5045-1226
072-923-0281
072-996-6561

※「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。

36／46 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、鉄鋼・金属製品、輸
送機械・輸送機械部品

事業所名

市区郡名

阪南市

東大阪市

住所

電話番号

株式会社大有 八尾営業所
八尾運送株式会社 本社営業所
飯田物流株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 八尾郵便局
河内運送株式会社 本社
新興運輸株式会社 本社営業所
株式会社ケイ・ロジスコ 本社営業所
八尾物流サービス株式会社 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
ミズモト運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾崎センター
ヤマト運輸株式会社 箱作センター
有限会社滝川運輸 臨空
株式会社福井 本社営業所
エイブル引越サービス株式会社 本社
株式会社シード 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪布施支店
シンヨー運輸株式会社 本社
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部 東大阪事業部
九州西濃運輸株式会社 東大阪支店
日本郵便株式会社 布施郵便局
川口運送株式会社 本社営業所
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
アントレー物流株式会社 東大阪営業所
室山運輸株式会社 大阪営業所

大阪府八尾市福万寺町南４丁目１８－４
大阪府八尾市北木の本５－２３－１
大阪府八尾市陽光園１－１－２２
大阪府八尾市陽光園１丁目５－５
大阪府八尾市老原１－１００
大阪府八尾市老原７丁目８８－１
大阪府八尾市老原７丁目８８番１
大阪府八尾市老原９－２５
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
大阪府阪南市自然田１４７５－２
大阪府阪南市鳥取中３９０番地１、７
大阪府阪南市箱作２０８２－３、２０８５－１
大阪府阪南市尾崎町５３７－３
大阪府阪南市尾崎町５－９－３
大阪府東大阪市川俣一丁目３番８号
大阪府東大阪市長田東３－１－３
大阪府東大阪市衣摺２－７２－１
大阪府東大阪市衣摺５丁目２０番３０号
大阪府東大阪市稲田三島町２番５８号
大阪府東大阪市稲田新町３－２－６２
大阪府東大阪市永和２丁目３－５
大阪府東大阪市横小路町５－７－３５
大阪府東大阪市横小路町６－９８７－１
大阪府東大阪市加納１－１－８
大阪府東大阪市加納１－６－１１
大阪府東大阪市加納３－１２－３７
大阪府東大阪市加納３－１３－２９

072-999-5304
072-922-6601
072-923-6081
072-924-8583
072-991-5050
072-928-0010
072-928-1333
072-993-0002
072-991-3000
072-940-1288
072-473-0818
0724-70-0371
0724-76-3151
072-493-2518
072-472-4209
06-6781-0055
06-6748-9200
080-5045-1108
06-6728-4040
06-6745-0401
06-6745-0511
06-6729-3206
072-987-1125
072-988-6471
06-4802-3015
072-962-8201
072-965-4800
0729-61-8222

株式会社大輪物流 本社

大阪府東大阪市加納４－１６－１６

072-966-4588

平和運輸株式会社 東大阪
中島運送株式会社 本社
阪神山中運送株式会社 本社営業所
愛知車輌興業株式会社 東大阪営業所
興栄運輸株式会社 本社営業所

大阪府東大阪市加納４丁目１０－２
大阪府東大阪市加納４丁目１３番４
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５丁目１番８号
大阪府東大阪市加納５丁目５番１０号

072-960-7728
072-963-8475
072-871-1314
072-869-5081
072-870-7300

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、鉄鋼・金属製品、
日用品・雑貨

市区郡名

事業所名
株式会社ＴＩＳＥ 本社
株式会社プリント・キャリー 加納営業所
ホッコウ物流株式会社 大阪営業所
上之段運輸株式会社 加納営業所
中嶋物流有限会社 本社
株式会社サン・エキスプレス 大阪営業所
有限会社ユニックジャパン 本社
大阪進和運輸株式会社 本社
株式会社ワンビシアーカイブズ 東大阪営業所
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
叶運輸株式会社 本社営業所
株式会社藺牟田運送 本社営業所
末廣運輸株式会社 本社営業所
マツシタ運輸株式会社 本社営業所
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
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
小柳運送株式会社 本社営業所
村野運送株式会社 本店
横山運送株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 東大阪営業所
株式会社日本ロジックス 本社営業所
トナミ近畿物流株式会社 東大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪西部支店
株式会社ロジックス近畿 本社営業所
今川運送株式会社 本社営業所
株式会社酒井運輸 東大阪営業所
埼玉プロイコム株式会社 大阪営業所
オオタニロジ株式会社 本社
株式会社成豊 本社営業所
荒木運輸株式会社 大阪主管店
瓢箪山運送株式会社 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
大阪府東大阪市加納６丁目３番４１号
大阪府東大阪市加納７丁目２０－３
大阪府東大阪市角田３丁目１０番８号
大阪府東大阪市岸田堂西２－１１－２１
大阪府東大阪市岩田町３丁目４番３号 福井マンション
３０１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）
大阪府東大阪市吉原２－７－１９
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
大阪府東大阪市吉田本町１－７－３６
大阪府東大阪市吉田本町１丁目９番２７号
大阪府東大阪市吉田本町３－６－６
大阪府東大阪市玉串町西２－１－１
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
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
大阪府東大阪市荒川３－２５－１６
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２－５－３３
大阪府東大阪市高井田中３－２－５
大阪府東大阪市高井田中３－４－４
大阪府東大阪市高井田中３丁目２番５号
大阪府東大阪市高井田東２３番２０号
大阪府東大阪市高井田本通４丁目１番１号
大阪府東大阪市今米１－１４－４６
大阪府東大阪市今米１丁目１７番１号
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
大阪府東大阪市若江西新町４－２－３２
大阪府東大阪市若江西新町５丁目５番１１号
大阪府東大阪市若草町５－１０
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電話番号
072-960-4776
072-869-6363
072-875-2238
072-870-7290
072-967-6060
06-6736-0251
06-6728-7210
072-966-3359
072-966-6708
072-964-8384
072-968-0527
072-965-5061
06-6727-0593
072-962-8788
072-964-0323
080-5481-5316
072-965-3051
06-6781-8531
06-6788-5551
06-6721-4770
06-6781-0422
06-6783-0680
06-6618-8703
06-6787-2256
06-6787-1073
080-5045-1157
06-6788-1211
072-964-0008
072-960-0666
0729-64-1515
072-962-9200
06-6777-8608
06-6728-6888
072-987-1155

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
西濃運輸株式会社 布施営業所
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
ヤマヨ運輸株式会社 本社営業所
池島運輸株式会社 本社営業所
和興運送株式会社 本社営業所
有限会社トラストライン 東大阪営業所
福山通運株式会社 東大阪支店
福山パーセルサービス株式会社 東大阪営業所
株式会社ハルテ物流サービス 本社営業所
株式会社カイウン 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
株式会社ロジネクス 大阪営業所
株式会社ハナワトランスポート 大阪第二営業所
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
株式会社中央運送 大阪営業所
池田産業株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 東大阪水走支店
株式会社ヤマザキ物流 東大阪営業所
株式会社タイコウ物流 東大阪営業所
山陽自動車運送株式会社 大阪
幸栄流通株式会社 本社営業所
株式会社読宣運輸 本社
株式会社ユーシン 本社
和束運輸株式会社 東大阪
大阪ライン有限会社 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
株式会社山一物流 大阪
平田運送株式会社 髙井田営業所
瀧本運送株式会社 東大阪営業所
株式会社中原運輸 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
大阪府東大阪市寿町３－２１－３
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
大阪府東大阪市小若江３－１５－１４
大阪府東大阪市昭和町２０番１０号
大阪府東大阪市新庄１丁目１３番１５号
大阪府東大阪市新庄４－４－２５
大阪府東大阪市新庄４丁目１番５号
大阪府東大阪市新庄四丁目１番５号 福山通運㈱東大阪
支店内
大阪府東大阪市新庄西２番５号
大阪府東大阪市水走１－１８－２８
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２－４－１６
大阪府東大阪市水走３－１４－１１
大阪府東大阪市水走３－６－２５
大阪府東大阪市水走４－１－３
大阪府東大阪市水走４丁目２番２８号
大阪府東大阪市水走５－４－７
大阪府東大阪市水走５－８－３０
大阪府東大阪市水走５－９－４０
大阪府東大阪市水走５丁目５－１５
大阪府東大阪市西鴻池町３丁目１０９６－１
大阪府東大阪市西石切町４丁目３番４０号
大阪府東大阪市西石切町６丁目５－３９
大阪府東大阪市西石切町６丁目５番４１号
大阪府東大阪市西石切町四丁目５８９－１
大阪府東大阪市西堤本通東２丁目６－３３
大阪府東大阪市川中２－７
大阪府東大阪市川田１－６－３３
大阪府東大阪市川田４丁目７番６号
大阪府東大阪市川俣１－９－１０
大阪府東大阪市善根寺町４－６－１３
大阪府東大阪市善根寺町４－７－３６
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電話番号
06-4802-3021
06-6727-6060
06-6727-1001
06-6722-6866
072-985-0293
06-6746-8585
072-960-0905
072-963-3000
072-920-7311
06-6744-8100
06-6968-1651
072-960-8123
072-966-8550
072-920-4681
072-968-0736
072-960-0811
0729-65-2996
072-967-0809
072-966-5825
080-5045-1068
072-960-0391
072-968-0313
06-4309-0290
072-988-4801
072-986-3733
072-987-2963
072-980-8067
06-6753-7101
072-961-4543
072-962-4421
072-966-4771
06-6784-0150
072-988-0951
072-986-1305

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

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
ワールド運輸株式会社 東大阪営業所
株式会社ヤマヒロ運輸 本店営業所
株式会社栄信興運 本社営業所
株式会社コンシェルジュ 東大阪営業所
築山運送株式会社 本店営業所
丸協運輸開発株式会社 本社営業所
株式会社ナワショウ 本社営業所
株式会社ヒガシトゥエンティワン 日生物流センター
ヤマト運輸株式会社 東大阪長田センター
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
浪速運送株式会社 大阪営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 東大阪営業所
荒木運輸株式会社 東大阪物流倉庫
日本図書輸送株式会社 関西物流センター
菱武運輸株式会社 本店
株式会社プラスライントランスポート 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 大阪支店
有限会社ノースライナー 大阪事業所
佐川急便株式会社 鴻池センター路線営業所
トナン輸送株式会社 東大阪営業所
大阪サンヱー物流株式会社 東大阪営業所
福井貨物自動車株式会社 東大阪支店
大信運輸倉庫株式会社 鴻池営業所

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
大阪府東大阪市中新開１丁目３番１７号
大阪府東大阪市中新開１丁目６－１７
大阪府東大阪市中石切町６－２－６８
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６丁目４番２３号
大阪府東大阪市中石切町６丁目４番３７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２－１２－２０
大阪府東大阪市長田２－９９－２
大阪府東大阪市長田３－３－２０
大阪府東大阪市長田３－６－１０
大阪府東大阪市長田西６丁目４番２０号
大阪府東大阪市長田東３丁目５－６
大阪府東大阪市長田東５丁目３番３７号
大阪府東大阪市長田東二丁目１番２９号
大阪府東大阪市鳥居町３－１２
大阪府東大阪市島之内１丁目６番１５号
大阪府東大阪市東鴻池町１丁目７－５
大阪府東大阪市東鴻池町１丁目７番４８号
大阪府東大阪市東鴻池町２－２－７４
大阪府東大阪市東鴻池町２丁目３－２７
大阪府東大阪市東鴻池町３－２
大阪府東大阪市東鴻池町３－５－２０
大阪府東大阪市東鴻池町４－３－４０

072-985-5444
072-980-5511
072-983-7782
072-981-1308
072-967-7361
072-960-3980
072-986-6773
072-980-8478
072-986-4005
072-985-2751
072-980-7003
06-6787-3500
080-5045-2964
06-6981-2650
06-6788-9676
06-4309-3728
06-4309-2288
06-4309-0981
06-6746-5383
072-982-2667
072-966-0157
072-964-6310
072-940-7700
072-965-3001
072-968-2311
072-960-7810
072-961-0433
072-963-9330

小田運輸株式会社 本社営業所

大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号

06-6745-1111

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
ヤマト運輸株式会社 東大阪中部支店
株式会社北浜システム運輸 東大阪営業所

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
大阪府東大阪市南上小阪５９９番１
大阪府東大阪市楠根１－４－１３

072-965-7103
06-6911-1553
072-985-2021
080-6695-6204
06-6746-2201

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、化学製品・ゴム製
品、鉄鋼・金属製品

市区郡名

事業所名
クレハ運輸トラック株式会社 大阪センター
ヤマト運輸株式会社 東大阪楠根センター
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
有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ 本社営業所
佐川急便株式会社 ハンガー営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪菱江センター
佐川急便株式会社 東大阪営業所
株式会社日本トランスネット 大阪支店
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
株式会社樋口物流サービス 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 東大阪輸送センター営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東大阪航空営業
所
ヤマトボックスチャーター株式会社 東大阪支店
住之江株式会社 本社
荒木運輸株式会社 東大阪ＣＦセンター
柴又運輸株式会社 大阪営業所
株式会社松元サービス 東大阪営業所
愛知陸運株式会社 東大阪営業所
久留米運送株式会社 東大阪支店
岡山県貨物運送株式会社 東大阪支店
松岡満運輸株式会社 大阪支店
宇和島自動車運送株式会社 東大阪営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 東大阪営業所
トナミ運輸株式会社 東大阪支店
株式会社スワロー物流大阪 本社営業所
中越運送株式会社 東大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪東部支店
株式会社エスラインギフ 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

大阪府東大阪市楠根１－６－３
大阪府東大阪市楠根１丁目６０番地
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２－６－３０
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１丁目２７番４０号
大阪府東大阪市菱江２－１６－５
大阪府東大阪市菱江２丁目１２番１０
大阪府東大阪市菱江３－１５－６０
大阪府東大阪市菱江３－５－２
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１２番１０号
大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号

06-6744-9871
080-5068-2494
06-6746-8473
06-6745-1526
06-6747-3375
06-6968-1651
06-6748-2560
072-965-8607
072-965-6555
080-6699-1113
072-962-3399
072-965-2255
072-981-1006
072-981-2194
080-5481-5316
072-966-4010
06-6745-9011

大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号（１２号棟）

06-6747-7385

大阪府東大阪市本庄一丁目１５番３５号
大阪府東大阪市本庄西１丁目３番２３号
大阪府東大阪市本庄西１丁目７番１１号
大阪府東大阪市本庄西３－９－５
大阪府東大阪市本庄西３丁目９番１３号
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１－４－９０
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０ 東大阪第１トラッ
クターミナル
大阪府東大阪市本庄中１丁目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中１丁目４番９０号
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中１丁目４番９０号
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中１丁目４番９０号

06-6748-7851
06-6748-7440
06-6747-0981
06-6748-9700
06-6748-9100
06-6747-6171
06-6747-7631
06-6747-6411
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06-6747-5637
06-6747-5571
06-6747-7131
06-6747-6011
06-6747-3256
06-6747-6821
080-5045-1107
06-6744-3340

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

吹田市

事業所名
名鉄運輸株式会社 東大阪支店
関西名鉄運輸株式会社 大阪東支店
鴻池運輸株式会社 東大阪流通センター営業所
日通トランスポート株式会社 東大阪支店
信州名鉄運輸株式会社 大阪支店
新潟運輸株式会社 大阪支店
近物レックス株式会社 東大阪支店
有限会社徳運送店 本社営業所
株式会社千代田輸送 本社営業所
ヨーコーサービス有限会社 本社
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
株式会社ＡＭＳ 大阪本社営業所
新三興物流株式会社 吹田営業所
株式会社ムロオ 大阪支店
川本運送株式会社 吹田営業所
城南産業株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 大阪第二営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 大阪営業所
ピアノ運送株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田北支店
日本通運株式会社 吹田貨物コンテナ課
日本フレートライナー株式会社 関西支店

住所

電話番号
06-6747-6311
06-4309-3771
06-6744-0271
06-6745-7836
06-6747-7331
06-6747-5162
06-6747-5631
072-985-9733
072-966-5880
072-964-1575
072-966-3202
072-987-9830
06-6192-8030
06-6368-3599
06-6380-4430
06-6319-3756
06-6382-7547
06-6599-0030
06-6388-3400
06-6878-0871
06-6813-8020
06-4860-7125
06-7661-6611

日本通運株式会社 吹田・茨木引越センター
ヤマト運輸株式会社 吹田春日センター
株式会社サカイ引越センター 新大阪支社
株式会社アオキ 本社
ホッコウ物流株式会社 近畿物流センター
株式会社タマックス 本社

大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市末広町１０－１６
大阪府東大阪市箕輪２－４－１３
大阪府東大阪市箕輪２丁目２番２９号
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
大阪府吹田市江の木町３番１１号 ５階
大阪府吹田市岸部中２－１７－１
大阪府吹田市岸部中５丁目４８番２
大阪府吹田市幸町２３－１
大阪府吹田市幸町２３－１
大阪府吹田市幸町４番１号
大阪府吹田市江の木町３５－１
大阪府吹田市山田西２丁目７－７
大阪府吹田市山田北２９９０，２９７２－１
大阪府吹田市芝田町１番２２
大阪府吹田市芝田町１番２２号
大阪府吹田市芝田町１番２２号 吹田貨物ターミナル駅
構内
大阪府吹田市寿町２－３－５
大阪府吹田市春日３－３１４－３
大阪府吹田市吹東町６２
大阪府吹田市吹東町６６－１
大阪府吹田市清水１２番４号
大阪府吹田市清水８番１８号

株式会社大阪輸送センター 本社

大阪府吹田市青葉丘南６－２１

06-6875-1631

株式会社引越社 北大阪営業所
株式会社引越社 吹田営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田南支店

大阪府吹田市青葉丘南６番２３号
大阪府吹田市青葉丘南６番２３号
大阪府吹田市川岸町１４－２，３，４

06-4864-8890
06-4864-2626
06-4860-7880

株式会社合通 吹田貨物ターミナル支店

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

06-6170-5389
06-6319-3195
06-6380-8573
06-6318-1041
06-6382-0221
06-6875-3693
06-6877-8815
日用品・雑貨、食料品、家電品・部品

市区郡名

枚方市

事業所名

住所

電話番号

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
株式会社メイセイ物流 千里ニュータウン営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社西岡屋 本社営業所

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
大阪府吹田市津雲台７丁目２番Ｄ１０２
大阪府吹田市南金田１－１３－３４
大阪府吹田市南金田２－７－１４

06-6318-4555
06-6310-9616
06-6831-5001
06-6871-1881
06-6337-8111
06-6385-9551

共同運輸倉庫株式会社 本社営業所

大阪府吹田市南吹田１－１０－８

06-6319-5601

木下倉庫運輸株式会社 本社営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 吹田営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田支店
株式会社ロジック 本社
日本郵便株式会社 吹田郵便局
ヤマト運輸株式会社 吹田末広町センター

大阪府吹田市南吹田３－３－５０
大阪府吹田市南吹田３丁目２番５６号
大阪府吹田市南吹田４－４４０７－３，４
大阪府吹田市南吹田二丁目３番２号
大阪府吹田市穂波町４－１
大阪府吹田市末広町２０３４－３
大阪府枚方市茄子作南町２４５番２の一部、２８３番２
の一部
大阪府枚方市高田１丁目１１番２０号
大阪府枚方市春日西町１－２７－１
大阪府枚方市春日西町３丁目４５－１
大阪府枚方市春日野１丁目１１番１０号
大阪府枚方市招堤中町２－１３９１ 他４筆
大阪府枚方市招提元町４－３
大阪府枚方市招提大谷２－１０－１
大阪府枚方市招提大谷２－１１６０－１２
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３－２３，２４－２
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
大阪府枚方市上野３丁目１番１号
大阪府枚方市星丘１丁目２４－５
大阪府枚方市星丘２－４３－９
大阪府枚方市村野西町２８４－１
大阪府枚方市大字尊延寺９４４－１
大阪府枚方市大峰東町３７０８－４他５筆

06-6385-3232
06-6384-3620
06-6338-8564
06-6317-2001
06-6380-0103
080-5044-6695

長田産業株式会社 枚方営業所
有限会社ＳＭＴ 本社営業所
渥美運輸株式会社 大阪営業所
コフジ物流株式会社 本社営業所
株式会社宮田運輸 枚方営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方北支店
株式会社サカイ引越センター 枚方支社
コムターズ物流株式会社 本社営業所
丸宮運輸株式会社 枚方営業所
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
大興運輸株式会社 大阪支店
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
栄運輸工業株式会社 枚方支店
宮里産業株式会社 本社
アントレー物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方南支店
岡山県貨物運送株式会社 枚方物流センター
ヤマト運輸株式会社 枚方東支店

※「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。
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072-854-8866
072-810-7516
072-858-1200
072-859-2135
072-859-8253
080-5045-1369
072-809-6633
072-856-2303
072-857-3271
072-836-7700
072-855-5200
072-850-2160
072-857-6699
072-864-5251
072-840-2654
072-848-5252
072-848-2525
072-896-2255
080-5045-1392
072-896-0331
080-5045-1390

主な輸送品目（任意掲載）

機械・機械部品、溶接用ロボット、
受変電設備

事業所名

市区郡名

株式会社ＮＢＳロジソル 北大阪営業所
高圓運輸株式会社 本社営業所
高尾運輸興業株式会社 本社営業所
協同運輸株式会社 枚方営業所
株式会社共英メソナ 枚方営業所
近畿商運株式会社 枚方営業所
篠崎運輸株式会社 大阪営業所
大阪サンヱー物流株式会社 本社第一営業所
大阪サンヱー物流株式会社 本社営業所
日祥運輸倉庫株式会社 大阪営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 枚方営業所
ケイユウロジスティクス株式会社 本社営業所
北攝陸運株式会社 本社
福山通運株式会社 枚方営業所

藤井寺市

松原市

ヤマト運輸株式会社 枚方長尾谷支店
オーティーティーロジスティクス株式会社 大阪ロジス
ティックパーク
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
興亜運送株式会社 本社営業所
株式会社国商運輸 枚方営業所
株式会社ロジス・ワークス 関西流通センター
ヤマト運輸株式会社 枚方企業団地センター
株式会社タイヨー運送 本店
キユーソーティス株式会社 枚方営業所
大阪急送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 阪南営業所
佐川急便株式会社 藤井寺営業所
株式会社合通カシロジ
セイノースーパーエクスプレス株式会社 松原営業所
西濃運輸株式会社 松原支店
福山通運株式会社 松原支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 松原支店
ヤマト運輸株式会社 松原支店

※「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

大阪府枚方市池之宮１丁目２６－６
大阪府枚方市池之宮４－７－２１
大阪府枚方市池之宮４丁目７番２１号
大阪府枚方市中宮大池１－１－１
大阪府枚方市中宮大池２－２０－１
大阪府枚方市中宮大池２－２４０１
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２－１－１
大阪府枚方市長尾家具町２－１－１
大阪府枚方市長尾家具町２丁目１１番２
大阪府枚方市長尾家具町３－７－３
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
大阪府枚方市長尾元町１－１－１０
大阪府枚方市長尾荒阪２丁目４０３４－１，４０３２－
１
大阪府枚方市長尾谷町１－６２－１

080-5481-5315

大阪府枚方市長尾谷町１丁目９０番地１

072-867-8812

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１－１０－２３
大阪府枚方市南中振３－２－２７
大阪府枚方市南中振３丁目７０番１０号
大阪府枚方市北山１丁目３番１８号
大阪府枚方市野村元町６－１
大阪府枚方市野村中町２２８番
大阪府藤井寺市惣社１－１０－１０
大阪府藤井寺市惣社１－１２－３
大阪府藤井寺市津堂２－１１－１０
大阪府松原市丹南３丁目２番３３号
大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号
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２－４６６－７
大阪府松原市三宅西６丁目８９５－１
大阪府松原市三宅中６－８５５，８５６－１

072-859-4181
072-847-3361
072-832-4480
072-873-3715
072-833-4163
080-6699-0387
072-858-8350
072-897-5731
072-939-7272
072-955-4861
072-952-3900
072-330-5531
072-339-0710
06-4802-3025
072-337-2300
072-336-6151
072-331-2587
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072-805-6731
072-805-9177
072-805-9111
072-847-9970
072-898-0705
072-847-5317
072-864-0369
072-855-1899
072-867-4032
072-836-2140
072-851-0011
072-856-0637
072-857-7260
072-864-0292

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

箕面市

守口市

事業所名
株式会社エクシード 本社
天美陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上田センター
株式会社ヤマザキ物流 大阪第二営業所
株式会社合通カシロジ カシロジホーム
大阪運輸株式会社 本社営業所
大栄運輸産業株式会社 本社営業所
キユーソーティス株式会社 松原営業所
株式会社引越社 松原営業所
株式会社引越社 なにわ営業所
伸交運輸株式会社 本社営業所
トナミ近畿物流株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 松原支店
畑中運輸建設株式会社 本社営業所
有限会社エヌケー物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 箕面支店
ヤマト運輸株式会社 千里中央支店
掛谷運輸倉庫株式会社 本社営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 箕面営業所
ヤマト運輸株式会社 箕面西支店
佐川急便株式会社 箕面営業所
太田運送株式会社 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
濃飛倉庫運輸株式会社 守口営業所
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 本社営業所
株式会社松川運輸倉庫 本社営業所
三浦運輸株式会社 本社営業所
谷正運輸株式会社 本社営業所
有限会社城東高速運輸 本社営業所
株式会社吉良 本社
株式会社トランスネットトキワ 本社
ワールド実業株式会社 本社営業所
守口実業株式会社 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
大阪府松原市三宅中６丁目１番３０号
大阪府松原市三宅中７－７－１４
大阪府松原市柴垣２丁目５１６－２
大阪府松原市新堂１－５２５－１
大阪府松原市大堀１丁目５番８号
大阪府松原市大堀２－１６－１５
大阪府松原市丹南１－４８２－６
大阪府松原市丹南６丁目５０８番地
大阪府松原市天美我堂６－９４－３
大阪府松原市天美我堂６丁目９４番地の３
大阪府松原市天美我堂７丁目４３３番地
大阪府松原市天美北４丁目１番８号
大阪府松原市別所１丁目１０番１６号
大阪府箕面市粟生間谷西３－２３－１０
大阪府箕面市粟生間谷西３丁目２３番１０号
大阪府箕面市粟生間谷東１丁目２５番１２号
大阪府箕面市今宮２丁目６７－１
大阪府箕面市小野原東１－４－３４
大阪府箕面市石丸１－５－１
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１－９－６
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
大阪府守口市寺方本通４－２－５
大阪府守口市寺方本通四丁目２番２号
大阪府守口市東郷通３丁目１３番２５号
大阪府守口市南寺方東通２丁目１０番１５号
大阪府守口市南寺方東通４－２１－２４
大阪府守口市南寺方東通５－２４－１０
大阪府守口市南寺方東通６－６－５
大阪府守口市南寺方東通四丁目２０番１５号
大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号
大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号
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電話番号
072-338-2113
072-334-6116
072-339-1021
072-339-7027
072-339-3310
072-334-6868
072-335-1321
072-339-1266
0723-36-2626
0723-36-4604
072-335-1231
072-331-7855
072-349-1331
072-729-2197
072-729-8733
080-6604-5578
072-749-3933
072-729-2196
072-728-8686
080-5045-1348
072-727-5522
072-729-8451
080-5045-1354
06-6901-3081
06-6907-4060
06-6996-1221
06-6997-2580
06-6996-1307
06-6991-6011
06-6998-5695
06-6913-5395
06-6997-0381
06-6996-1100
06-6991-7079
06-6991-1125

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

泉南郡

株式会社引越社 大阪中央営業所
株式会社引越社 守口営業所
株式会社引越社 東大阪営業所
大阪やよい運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 大阪東航空貨物センター
カンダコーポレーション株式会社 関西キャッシュサービ
スセンター
ヤマト運輸株式会社 熊取センター
北港運輸株式会社 南大阪支店

泉北郡

豊能郡
南河内郡

三島郡

鶴運輸株式会社 本社営業所
栄運輸工業株式会社 忠岡営業所
西尾運送株式会社 本社営業所
関西建設運輸株式会社 本社営業所
エスワイ物流株式会社 本社
関西名鉄運輸株式会社 大阪支店
ジャパンパレック株式会社 忠岡営業所
有限会社マルゲンビジネス 本社営業所
有限会社山本運送店 本社営業所
有限会社堀運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊能支店
有限会社興昌商会 本社営業所
株式会社西條商事 河南営業所
八光海運株式会社 本社営業所
長福運送株式会社 千早営業所
森本運送株式会社 本社営業所
有限会社幸重機工業 本社営業所
株式会社コダマ 太子営業所
南和商事株式会社 本社営業所
有限会社福島商会 本社営業所
株式会社ヨシナガ 水無瀬営業所

※「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

大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（２Ｆ）
大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（３Ｆ）
大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（４Ｆ）
大阪府守口市八雲中町２－１２－２４
大阪府守口市八雲中町２丁目１０番３号

06-6994-6060
06-6994-2626
06-6994-8899
06-6908-3722
06-6991-8568

大阪府守口市八雲中町２丁目１４－３

06-4252-5850

大阪府泉南郡熊取町大久保南３丁目１６１０番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
大阪府泉南郡熊取町朝代東２－１－１６
大阪府泉北郡忠岡町高月南２丁目３番３８号
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新浜２－６－４
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３－１５５１－１
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目１４番１３号
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３－３－３７
大阪府泉北郡忠岡町北出３－１－３５
大阪府豊能郡能勢町野間中６９０－１
大阪府南河内郡河南町寺田１８４－３
大阪府南河内郡河南町大ヶ塚１８１－１－２
大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分４１０番地１０
大阪府南河内郡千早赤阪村東阪１８０－２
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太子４７３－１
大阪府南河内郡太子町大字春日１２００番地の１２
大阪府南河内郡太子町大字太子２３－１
大阪府三島郡島本町高浜２－３－８

0724-51-0053
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072-453-4560
072-452-8525
0725-21-0281
072-438-0123
072-439-2415
072-436-3200
072-438-6484
0725-21-3525
0725-54-9066
0725-22-1446
072-441-3153
072-737-2562
0721-93-6170
0721-90-2100
0721-93-2222
0721-72-7787
0721-72-0373
0721-98-5005
0721-80-3666
0721-98-6558
0721-98-1490
075-963-4311

主な輸送品目（任意掲載）

