貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
奈良市

事業所名
株式会社物流サポート 本社営業所
愛和運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社吉田運輸 本社営業所
塚本運送株式会社 本社営業所
辻本運輸株式会社 本社営業部
モミキ運送株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 奈良
大和運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 奈良警送支店
奈良郵便輸送株式会社 奈良営業所
ヤマト運輸株式会社 奈良西ノ京支店
ヤマト運輸株式会社 奈良平城支店
阪急阪神エステート・サービス株式会社 奈良営業所
武澤運送株式会社 本社営業所
奈良三笠運輸株式会社 本社
立石運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 奈良中央郵便局
ミュージックサービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 帝塚山支店
有限会社ヤマサン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 はりセンター
エーエルプラス株式会社 奈良営業所
大和物流株式会社 奈良支店
クサタケ物流株式会社 本社営業所
尾上運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 法蓮支店
ヤマト運輸株式会社 奈良北之庄支店
石下運輸株式会社 奈良支店営業所
丸長運送株式会社 奈良営業所
株式会社荒木運輸 本社営業所

生駒市

ヤマト運輸株式会社 生駒支店

※「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。

安全性優良事業所

（奈良県）

住所

電話番号

奈良県奈良市紀寺町９０８－３
奈良県奈良市月ヶ瀬石打１２２７－７
奈良県奈良市五条畑１丁目２７－１３
奈良県奈良市今市町８１－１
奈良県奈良市左京１丁目３－２２
奈良県奈良市阪原町８７５－１
奈良県奈良市三条大路１丁目１０番５０号 協栄ビル２０
４
奈良県奈良市三条町３２１番地の１
奈良県奈良市三条本町２５６－３
奈良県奈良市七条町２－４、９－１、１０、１１
奈良県奈良市七条東町１７９－１
奈良県奈良市秋篠町字平田９３－１
奈良県奈良市小倉町１１０２－１
奈良県奈良市神殿町１４４－１
奈良県奈良市針町４６１－１
奈良県奈良市西紀寺町３
奈良県奈良市大宮町５丁目３番３号
奈良県奈良市池田町７６－５
奈良県奈良市帝塚山２丁目１７１５－５
奈良県奈良市都祁南之庄町６９１番地の１
奈良県奈良市都祁友田町９３８番地１
奈良県奈良市東九条町１７８番１
奈良県奈良市東九条町３－１
奈良県奈良市南京終町４丁目２４７番地
奈良県奈良市南京終町６７１，６７２番地
奈良県奈良市法蓮佐保山３丁目１５８３番地１、４
奈良県奈良市北ノ庄西町１－７－１１，１２，１３
奈良県奈良市北之庄西町１丁目１１－４
奈良県奈良市北之庄西町２丁目１－２
奈良県奈良市北之庄町４１０－１，７６－１
奈良県生駒市小明町１５２６－３，４，１５２７－１，１
５２８－２

0742-26-0100
0743-92-0177
0742-48-7577
0742-50-3200
0742-62-6288
0742-93-0015
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0742-34-0123
0742-26-7006
0742-23-2788
0742-36-7161
080-5044-7550
080-5044-7452
0743-84-0112
0742-62-0989
0743-84-0404
0743-65-5551
0742-35-1603
0742-61-1255
080-5451-6034
0743-82-2884
080-6604-6803
0742-61-5511
0742-62-2831
0742-50-5050
0742-61-8751
080-6699-1794
080-5044-7479
0742-63-2516
0742-31-4335
0742-62-5885
080-5044-7384

H30.8.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

宇陀市

香芝市

五條市

葛城市

御所市

桜井市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 学研支店
大虎運輸株式会社 奈良支店
浅田運輸有限会社 奈良営業所
ロジトライ関西株式会社 奈良事業所
アキタ株式会社 奈良営業所
株式会社大翔 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 榛原支店
侑大運輸株式会社 本社営業所
かつらぎ運輸株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 香芝支店
有限会社奈良名勝運輸 本社営業所
有限会社育育運送 本社営業所
有限会社志希商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奈良五條支店
株式会社ベストライン 本社営業所
日本郵便株式会社 五條郵便局
ヤマト運輸株式会社 香芝支店
西川運輸倉庫株式会社 本社営業所
岡本運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大和高田支店
株式会社マルヨシ運輸倉庫 本社営業所
佐川急便株式会社 御所営業所
奈良トラック配送センター株式会社 本社営業所
株式会社森本毎乳舎 本社営業所
池田昌義（池田運送） 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 御所支店
新商運株式会社 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 奈良営業所

天理市

株式会社やまのべ 本社営業所
森本運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 桜井支店
奈良県合同陸運株式会社 本社営業所
株式会社ヨシオカ 田原本営業所
株式会社エスライン奈良 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

奈良県生駒市南田原町２２０、２１５－１
奈良県生駒市北田原町１１００－１
奈良県生駒市北田原町１１２７番地１
奈良県生駒市北田原町１５４４－１
奈良県生駒市北田原町１６０８
奈良県宇陀市室生大野２８３８
奈良県宇陀市榛原下井足１４８５－１
奈良県宇陀市大宇陀拾生８４０番地の３
奈良県香芝市逢坂３丁目４３７－１，４３７－２
奈良県香芝市瓦口３１－１
奈良県香芝市畑２丁目７８１番地
奈良県香芝市良福寺２７２－１
奈良県五條市今井３丁目３番１８号
奈良県五條市今井４－１６４８－１
奈良県五條市住川町８８１－１
奈良県五條市須恵３－８－３０
奈良県葛城市加守字堂ヶ谷１３６５－４
奈良県葛城市新村１１７番地２
奈良県葛城市長尾２８０－３
奈良県葛城市北花内口ノ町６２１－２
奈良県御所市８９－１
奈良県御所市城山台１６６番２４
奈良県御所市大字室５８６－３
奈良県御所市大字朝妻４４９
奈良県御所市大字柏原３９０－３
奈良県御所市東辻２０８番地１
奈良県桜井市粟殿１０１７－７ 宮本ビル３階
奈良県桜井市安倍木材団地１丁目１３－７、１３－８、１
３－９、１３－１０、１３－１１、１３－１２
奈良県桜井市安倍木材団地２丁目４－２７
奈良県桜井市大字粟原４５６
奈良県桜井市大字外山１３００－１，２
奈良県桜井市大字吉備３５－４
奈良県桜井市大字川合２７４－５
奈良県天理市遠田町４７１番地

080-5044-7562
0743-71-0622
0743-70-1081
0743-78-3488
0743-85-7083
0745-97-2525
080-5481-8685
0745-83-0877
0745-76-7771
0745-71-0135
0745-71-2728
0745-71-3300
0745-66-1556
080-5044-7353
0747-23-5085
0747-22-3502
080-5044-7422
0745-65-2001
0745-48-5588
080-5044-7524
0745-63-1418
0745-66-2011
0745-62-1064
0745-66-0143
0745-62-1039
080-5068-0946
0744-44-2027
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080-3519-8465
0744-42-1271
0744-43-3551
080-5044-7495
0744-43-5255
0744-42-1505
0743-67-8070

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社テンソー 本社営業所
株式会社Ｃａｒｒｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ 本社
丸嶋運送株式会社 本社営業所
株式会社平和商運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天理支店
株式会社辻本運送 物流センター営業所
佐川急便株式会社 天理営業所
日本通運株式会社 自動車営業課
セイノースーパーエクスプレス株式会社 奈良営業所
原口運輸商事株式会社 本社
ジェイ・ネット株式会社 本社営業所
酒井運送株式会社 本社営業所
福住運輸倉庫株式会社 本社営業所
福住運輸倉庫株式会社 福住営業所
株式会社山口商事 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 奈良支店
奈相流通株式会社 本社営業所

大和郡山市 近畿福山通運株式会社 奈良支店
奈良センコー物流株式会社 奈良営業所
名阪運輸株式会社 本社営業所
株式会社ホウワ 本社営業所
近物レックス株式会社 奈良支店
やまと運輸株式会社 大和郡山営業所
佐川急便株式会社 奈良営業所
生駒電子物流有限会社 本社営業所
藤川運輸興業株式会社 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 いまごセンター
ヤマトマルチチャーター株式会社 奈良営業所
株式会社ニッコン奈良 本社営業所
玉村運輸株式会社 奈良支店
川端運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奈良主管支店
吉川運輸株式会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 奈良営業所

※「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

奈良県天理市海知町５４６番地
奈良県天理市荒蒔町９５番地３
奈良県天理市上総町３００番地３
奈良県天理市西長柄町１８８番地
奈良県天理市西長柄町４４７
奈良県天理市西長柄町６５６番地
奈良県天理市西長柄町７０５番地
奈良県天理市蔵之庄町１８０－１
奈良県天理市中町２９１番
奈良県天理市南六条町１２２－１
奈良県天理市南六条町１２２番地１
奈良県天理市二階堂上ノ庄町４９５
奈良県天理市福住町４２８２－２
奈良県天理市福住町４５０４－１
奈良県天理市柳本町２０８５－３
奈良県天理市櫟本町１６４
奈良県天理市檪本町３１９４－１
奈良県大和郡山市椎木町７６１－２、７５３－３、西町１
１９－３、額田部北町１０００－２
奈良県大和郡山市横田町１４１－１
奈良県大和郡山市横田町２７５－１
奈良県大和郡山市横田町５９５－１
奈良県大和郡山市横田町字ヤブレバシ１０１－１
奈良県大和郡山市横田町字道ノ間７８－１
奈良県大和郡山市下三橋町１３０－１
奈良県大和郡山市額田部北町１２４７－１
奈良県大和郡山市額田部北町９４４
奈良県大和郡山市今国府町１７２－１，２
奈良県大和郡山市今国府町３８４－１（３２号）
奈良県大和郡山市今国府町４１１－８
奈良県大和郡山市今国府町９７－７
奈良県大和郡山市今国府町字宮口６９０ 他２筆
奈良県大和郡山市今国府町字不動堂７０－１他２０筆
奈良県大和郡山市小泉町１３７０番地の１
奈良県大和郡山市小泉町字通り田１１１９－１，他５筆

0743-66-3180
0743-64-6644
0743-63-0870
0743-66-2526
080-5044-7398
0743-67-0876
0743-67-3366
0743-65-2592
0743-64-5610
0743-64-1383
0743-64-6651
0745-42-1115
0743-69-2530
0743-69-2321
0743-67-3797
0743-65-2109
0743-65-1555
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0743-23-0292
0743-56-9572
0743-56-3235
0743-57-8000
0743-59-1071
0743-56-2886
0743-53-2222
0743-58-3338
0743-56-0674
080-5044-7650
0743-56-5455
0743-59-3228
0743-59-1266
0743-59-6636
0743-57-6851
0743-53-6000
0743-54-9111

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 大和郡山郵便局
マンナ運輸株式会社 奈良支店
株式会社讀宣運輸 奈良営業所
株式会社日硝ハイウエー 奈良営業所
ハウス物流サービス株式会社 関西営業所 奈良事務所
株式会社ユーパワーロジ 奈良営業所
ビッグ・カーゴ株式会社 本社営業所
新運輸株式会社 奈良営業所
株式会社サカイ引越センター 奈良支社

愛知ミタカ運輸株式会社 奈良営業所
西濃運輸株式会社 奈良支店
新日本輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大和郡山支店
大和高田市 芝野運輸倉庫株式会社 本社営業所
近畿運輸株式会社 本社営業所
有限会社丸源運輸 本社営業所
橿原市
日通奈良運輸株式会社 橿原営業所
株式会社川本カーゴ 本社営業所
八木日進運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 橿原営業支店
森田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 橿原支店
ヤマト運輸株式会社 橿原八木支店
大井孝益（新口運送店） 本店営業所
三和運輸株式会社 本社営業所
丸八運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 橿原今井センター
生駒郡

株式会社メンテナンス・コシバ 本社営業所
和物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 法隆寺支店
株式会社角井運送 本社営業所
やまと運輸株式会社 法隆寺営業所
有限会社馬本賢商店 運輸部

※「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

電話番号

奈良県大和郡山市杉町２５０－３
奈良県大和郡山市西町１１９－６，３２５－２，椎木町７
５３－５
奈良県大和郡山市池沢町２０３－７
奈良県大和郡山市池沢町３２１－２
奈良県大和郡山市池沢町３２１－２７
奈良県大和郡山市池沢町３４９番地１２
奈良県大和郡山市椎木町４０４番地の２
奈良県大和郡山市筒井町字卯ノ田９９３－１
奈良県大和郡山市馬司町３５－１、３６－１、３７－１、
３８
奈良県大和郡山市馬司町字縄手９３８－１
奈良県大和郡山市白土町６５－１
奈良県大和郡山市美濃庄町４３６
奈良県大和郡山市豊浦町字六反切１２３－１
奈良県大和高田市大字出２１１－１
奈良県大和高田市大字大東町１２１６－１
奈良県大和高田市大字田井４６７－３
奈良県橿原市忌部町１８１
奈良県橿原市一町１４８－５
奈良県橿原市忌部町１８０番地
奈良県橿原市忌部町字北浦１８１
奈良県橿原市四条町２７８－５
奈良県橿原市四分町９９－１
奈良県橿原市十市町字高田９１５－１
奈良県橿原市新口町５０９－１
奈良県橿原市新堂町２８９－２
奈良県橿原市飯高町１０３－１、１０１－１の１部
奈良県橿原市飯高町１０８番１、１０８番２、１０９番
１、１０７番１、１０７番２
奈良県橿原市飯高町１９０番地４
奈良県生駒郡安堵町大字東安堵１７３１－１
奈良県生駒郡斑鳩町興留二丁目１２６番地１
奈良県生駒郡斑鳩町幸前２丁目２９４－３
奈良県生駒郡斑鳩町大字岡本１７５４－１
奈良県生駒郡平群町若井５９０－１－１

0743-56-5201
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0743-56-5505
0743-57-1004
0743-59-3711
0743-57-6107
0743-56-2200
0743-59-5004
0743-57-7220
0743-53-1141
0743-56-1863
0743-56-8822
0743-54-7187
080-5044-7336
0745-22-1616
0745-22-5544
0745-22-3501
0744-20-3660
0744-27-0010
0744-22-1980
0744-22-2711
0744-22-3756
080-5044-7311
080-5044-7603
0744-22-3893
0744-22-1288
0744-25-4108
080-5098-1994
0744-25-4118
0743-59-1971
080-5044-7642
0745-74-4864
0745-74-2225
0745-45-6666

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
磯城郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 へぐりセンター
株式会社ＤＮＰロジスティクス 奈良事業所
トヨタ輸送中部株式会社 奈良事業所

北葛城郡

株式会社西和物流 本社営業所
今西物流株式会社 田原本営業所
株式会社ハンナ 田原本社営業所
ニシキ運輸株式会社 本社営業所
明日香運送株式会社 田原本営業所
日進運送株式会社 本社営業所
タニハナ物流株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大和高田営業所
愛知陸運株式会社 田原本営業所
天理総合運輸株式会社 田原本営業所
水間急配株式会社 奈良営業所
株式会社愛和 本社営業所
誠運輸株式会社 本社営業所
藤俊運輸株式会社 本社営業所

高市郡
吉野郡

辻本運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北葛城支店
ヤマト運輸株式会社 上牧支店
奈良郵便輸送株式会社 中和営業所
松陸運輸株式会社 本社営業所
中吉野運送株式会社 吉野営業所
ヤマト運輸株式会社 十津川センター
株式会社大紀 大淀営業所
ヤマト運輸株式会社 奈良吉野支店
イヌイ急便株式会社 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
奈良県生駒郡平群町大字梨本４５０番地４
奈良県磯城郡川西町大字唐院７１２－１０
奈良県磯城郡田原本町阪手１２８－２ プチメゾンオー
ショウ３０３号
奈良県磯城郡田原本町阪手６３０
奈良県磯城郡田原本町小坂２３０－３
奈良県磯城郡田原本町大字鍵５４
奈良県磯城郡田原本町大字松本２３０
奈良県磯城郡田原本町大字千代１０６５番地の１
奈良県磯城郡田原本町大木３８１
奈良県磯城郡田原本町八尾６３９
奈良県磯城郡田原本町保津２７３
奈良県磯城郡田原本町法貴寺５７－１
奈良県磯城郡田原本町法貴寺５７－１他７筆
奈良県北葛城郡広陵町大字大場１１２番地４
奈良県北葛城郡王寺町畠田４丁目３７４－１
奈良県北葛城郡河合町大字穴闇４９－１
奈良県北葛城郡河合町大字池部１５１－２、１５１－４
（の一部）
奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１２０－３
奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天宇２ノ坪１４４－１
奈良県北葛城郡上牧町大字上牧２９８８－１
奈良県高市郡高取町観覚寺７２５
奈良県高市郡明日香村大字越１６番地の８
奈良県吉野郡吉野町大字飯貝７２０－３
奈良県吉野郡十津川村大字小原５６３番１
奈良県吉野郡大淀町大字芦原５８５－８
奈良県吉野郡大淀町大字下淵３８４－１
奈良県吉野郡大淀町桧垣本１０１０－３３
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電話番号
080-5045-9571
0745-44-1128
0744-33-6330
0745-33-0377
0744-33-0071
0744-33-5503
0744-33-6255
0744-33-2850
0744-33-1106
0743-64-1011
0744-32-0500
0744-34-1022
0743-67-2288
0745-56-2400
0745-32-1110
0745-56-6035
0745-56-6851
0745-43-6860
080-5044-7586
080-5451-8700
0744-52-3826
0744-54-4192
0746-32-2783
0746-63-0415
0747-52-7700
080-5098-1106
0747-52-7575

主な輸送品目（任意掲載）

