貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
名古屋市

事業所名
新東海株式会社 本社営業所
東邦運輸合資会社 本社営業所
東陽物流株式会社 金城営業所
佐川急便株式会社 名古屋営業所
柘運送株式会社 本社営業所
株式会社共同組 本社営業所
株式会社宝神商会 本社営業所
株式会社ミツフジ 本社営業所
株式会社マルタパワーズ 名古屋港営業所
有限会社明成運輸 本社営業所
有限会社勢和運輸 本社営業所
丸勢運輸有限会社 本社営業所
上山興産有限会社 本社営業所
株式会社辰巳商会 名古屋営業所
有限会社紀友興業 本社営業所
株式会社ハナワトランスポート 名古屋営業所
有限会社藤松運送店 本社営業所
有限会社南陽運送 本社営業所
株式会社松下興業 本社営業所
株式会社名豊管理 本社営業所
名海運輸作業株式会社 本社営業所
丸一運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸高運輸 名古屋営業所
株式会社新宮運送 名古屋
中部液輸株式会社 本社営業所
永橋興業株式会社 本社営業所
橋元工業株式会社 大江営業所
中電輸送サービス株式会社 本店営業所
ケーラインサービス株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 名古屋西営業所 陸運名古屋事業所
中京ライナー株式会社 本社営業所
大宝運輸株式会社 名南支店

※「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

（愛知県）

住所
愛知県名古屋市港区いろは町３丁目３番１
愛知県名古屋市港区稲永２丁目１３番５１号
愛知県名古屋市港区金城埠頭１丁目１番地
愛知県名古屋市港区金船町４－１
愛知県名古屋市港区空見町１－３７
愛知県名古屋市港区空見町２１
愛知県名古屋市港区空見町２４番地
愛知県名古屋市港区空見町３２
愛知県名古屋市港区空見町３３
愛知県名古屋市港区十一屋２－２９４
愛知県名古屋市港区十一屋２－３０１－１
愛知県名古屋市港区十一屋２－３０１－１
愛知県名古屋市港区十一屋２－３９４
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１５５
愛知県名古屋市港区春田野１－２２０６ グランプリハ
イツ１０６号
愛知県名古屋市港区小碓２－１２７
愛知県名古屋市港区小碓一丁目２２５番地
愛知県名古屋市港区小賀須２－２２１１
愛知県名古屋市港区小賀須２丁目１６０３番地２
愛知県名古屋市港区神宮寺１－１１１
愛知県名古屋市港区西倉町１－５４
愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５
愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５
愛知県名古屋市港区船見町１番地の２９
愛知県名古屋市港区船見町４番地先
愛知県名古屋市港区善進町８－２１
愛知県名古屋市港区大江町１３－１１
愛知県名古屋市港区大江町１番１
愛知県名古屋市港区築三町三丁目８番地
愛知県名古屋市港区築地町７－６
愛知県名古屋市港区築地町８－４
愛知県名古屋市港区中川本町３丁目１
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電話番号
052-659-1370
052-383-2605
052-383-1141
052-655-8771
052-398-1101
052-398-1243
052-382-7561
052-382-3913
052-398-1735
052-381-6538
052-381-2321
052-381-2331
052-382-2666
052-382-4618
052-382-3923
052-389-1028
052-381-1640
052-302-3981
052-303-3149
052-389-2111
052-661-8194
052-653-9311
052-651-9245
052-612-8135
052-613-2311
052-381-3320
052-612-2544
052-611-7366
052-389-5670
052-651-2211
052-652-5115
052-655-8791

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

株式会社フジトランスライナー 本社営業所
株式会社六洋社 名古屋営業所
株式会社ゼロ 名古屋カスタマーサービスセンター
福美運輸株式会社 本社営業所
港大宝運輸株式会社 名港営業所
株式会社日之出運輸 名古屋港支店
山岸運送株式会社 名古屋営業所
博宝運輸株式会社 港支店営業所
株式会社丸二運送 当知営業所
ファーストカーゴ株式会社 本社営業所
ダイワロジテム株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 名古屋定温流通センター営業所
丸一運輸株式会社 藤前営業所
明倫運輸株式会社 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 名古屋支店
中京陸運株式会社 藤前営業所
株式会社フェイスフリー 本社営業所
パナシアロジ株式会社 本社営業所
株式会社第一名誠 本社営業所
栄進物流株式会社 港営業所
大日運輸株式会社 本社
株式会社上組 名古屋支店
菱洋運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 中部支店
業所
有限会社クリヤー梱包 本社営業所
菱倉運輸株式会社 名古屋支店
牧野運輸株式会社 本社営業所
山田運送株式会社 名古屋営業所
佐川急便株式会社 港営業所
キャリーネット株式会社 本社営業所
二和運輸株式会社 本社営業所
名宝陸運有限会社 本社営業所
協立運輸株式会社 本社営業所
吉川運輸株式会社 名古屋営業所

名古屋営

※「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

愛知県名古屋市港区潮見町３７－７５
愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２
愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地４０
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地４６
愛知県名古屋市港区潮凪町１番地３
愛知県名古屋市港区潮凪町６３
愛知県名古屋市港区当知１－２０４－１
愛知県名古屋市港区当知四丁目４０７番地
愛知県名古屋市港区藤前１丁目６２０番地
愛知県名古屋市港区藤前１丁目７３１番地
愛知県名古屋市港区藤前２丁目２０１－２
愛知県名古屋市港区藤前３－６０９
愛知県名古屋市港区藤前３－６１１
愛知県名古屋市港区藤前３－６１７
愛知県名古屋市港区藤前３－７０５
愛知県名古屋市港区藤前４丁目９０６番地、９０７番
地、９０８番地
愛知県名古屋市港区藤前５丁目４０１－７
愛知県名古屋市港区藤前四丁目８２３番
愛知県名古屋市港区南陽町西福田源蔵池９２
愛知県名古屋市港区入場２－２００２
愛知県名古屋市港区入船１－２－１２
愛知県名古屋市港区浜２－３０２－１，３０３－１

052-614-6111
052-612-0337
052-612-3570
052-611-6855
090-9885-2033
052-384-7771
052-384-2441
052-383-9611
052-382-0202
052-304-9367
052-309-3335
052-303-5813
052-303-2511
052-301-2281
052-303-3315
052-301-1115

愛知県名古屋市港区宝神１－１７、２９

052-383-1111

愛知県名古屋市港区宝神１丁目２１
愛知県名古屋市港区宝神３－２２０１，２２０２
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２７０８
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２８０７
愛知県名古屋市港区本宮町２－３５－３
愛知県名古屋市港区明正１丁目１８１
愛知県名古屋市港区木場町１番地の４
愛知県名古屋市港区油屋町３丁目４１の１
愛知県名古屋市守山区幸心４丁目４３８
愛知県名古屋市守山区上志段味字寺山１２００

052-304-8955
052-382-6236
052-382-1865
052-382-5311
052-652-9111
052-381-8115
052-691-6176
052-382-8911
052-794-5700
052-778-9755
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052-302-3922
052-303-2100
052-302-7131
052-309-0211
052-382-6886
052-652-8881
052-652-5675

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
名陸流通株式会社 本社営業所
有限会社レオ 本社営業所
東春運輸株式会社 瀬古営業所
興濃運輸有限会社 本社営業所
株式会社オータカ流通 本社営業所
戸谷運輸株式会社 本社営業所
久留米運送株式会社 名古屋支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋西支店
株式会社日新社 本社営業所
中越運送株式会社 名古屋営業所
株式会社グリーンサービス 天塚営業所
株式会社マルカワ 本社
株式会社京三運輸 名古屋営業所
名西運輸株式会社 本社営業所
有限会社比良北運輸 本社営業所
巴運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千種今池センター
ヤマト運輸株式会社 千種京命センター
大宝運輸株式会社 金山支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋千代田支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 名古屋営業所
中京通運株式会社 名古屋貨物ターミナル
日通名古屋運輸株式会社 コンテナ営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 中川営業所
林運送株式会社 本社営業所
名古屋急送株式会社 広川営業所
福山通運株式会社 中川支店
ロジトライ中部株式会社 名古屋事業所
株式会社引越社 中川営業所
株式会社引越社 北営業所
株式会社タスコ 本社営業所
株式会社豊福組運輸 本社営業所
有限会社宮崎運輸 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
愛知県名古屋市守山区新守山２９０５
愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目１００１番地
愛知県名古屋市守山区瀬古二丁目６３０番地
愛知県名古屋市守山区大字幸心三丁目１３１２番地
愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３１４番地
愛知県名古屋市瑞穂区新開町１６－１０
愛知県名古屋市西区見寄町７７
愛知県名古屋市西区市場木町３９０番
愛知県名古屋市西区大金町一丁目３４番地
愛知県名古屋市西区中小田井４－４３２
愛知県名古屋市西区天塚町４－６６－５，６６－６，６
６－７，６６－８
愛知県名古屋市西区南堀越１丁目２－２１
愛知県名古屋市西区南堀越２－５０３
愛知県名古屋市西区南堀越２－５－２８
愛知県名古屋市西区比良４丁目３９４
愛知県名古屋市千種区小松町５丁目１２
愛知県名古屋市千種区千種二丁目３１７番
愛知県名古屋市千種区竹越一丁目３２１番地
愛知県名古屋市中区金山５－３－１７
愛知県名古屋市中区千代田三丁目４０４番地
愛知県名古屋市中川区愛知町５－１９
愛知県名古屋市中川区掛入町３－４－２
愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４
愛知県名古屋市中川区吉津２－３２０１
愛知県名古屋市中川区宮脇町２－７６
愛知県名古屋市中川区広川町３－１－３０
愛知県名古屋市中川区広川町５の１
愛知県名古屋市中川区広川町中川運河北幹線Ａ地区第８
号地
愛知県名古屋市中川区江松五丁目２２６番地
愛知県名古屋市中川区江松五丁目２２６番地
愛知県名古屋市中川区十一番町２丁目１８番地の１
愛知県名古屋市中川区十一番町６丁目１０－１，１０－
２
愛知県名古屋市中川区十番町七丁目１番地の１
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電話番号
052-794-6511
052-794-1033
052-791-9371
052-793-3267
052-771-3838
052-882-3381
052-501-5221
080-6604-5472
052-522-0008
052-501-4346
052-521-0770
052-524-3368
052-524-1614
052-521-5561
052-502-0959
052-731-3131
080-5068-0824
080-5068-0824
052-882-0621
080-5068-0864
052-362-9300
052-353-3131
052-353-2225
052-432-3301
052-361-0884
052-352-2171
052-351-6561
052-361-2307
052-302-2626
052-302-2679
052-355-8512
052-659-0011
052-653-5218

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

名古屋特殊自動車株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市中川区大畑町２－５－２
中京通運株式会社 昭和橋支店
愛知県名古屋市中川区中川運河中幹線Ａ地区３５号地
名昭運輸株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市中川区中野新町３－３２
有限会社石野商会 本社営業所
愛知県名古屋市中川区辻畑町１番地
小寺商運株式会社 中部営業所
愛知県名古屋市中川区東起町１丁目２０－２－１０３
インターナショナルエクスプレス株式会社 名古屋運輸営
愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目９番３号
業所
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東六反畑４２
井阪運輸株式会社 名古屋営業所
７４－２，４２７５－１
株式会社石三 名古屋営業所
愛知県名古屋市中川区伏屋三丁目１２０４番地１
知多産業運輸株式会社 中部営業所
愛知県名古屋市中川区明徳町４－１
トランコムＤＳ株式会社 中川営業所
愛知県名古屋市中川区野田２丁目４２４
アートコーポレーション株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市中川区露橋１－２１－２２
此花運輸株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市中村区上ノ宮町１－２４
有限会社レーベンロジテック 本社営業所
愛知県名古屋市中村区草薙町１丁目１１番
愛陸梱包急配株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市中村区日ノ宮町三丁目１２６番地
日本通運株式会社 中部警送支店
愛知県名古屋市中村区並木１丁目８１－６
齋藤運輸株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市中村区本陣通４丁目５０
株式会社サカイ引越センター 名古屋東支社
愛知県名古屋市天白区植田本町三丁目２０１番地
愛知県名古屋市東区泉２丁目２７－１４（東海関電ビル
東洋テック株式会社 名古屋支社
ディング２Ｆ）
ヤマト運輸株式会社 名古屋東支店
愛知県名古屋市東区大幸３－１６０１
ヤマト運輸株式会社 名古屋白壁センター
愛知県名古屋市東区飯田町３３番地
三菱電機ロジスティクス株式会社 名古屋事業所
愛知県名古屋市東区矢田南５－１－１４
ブルーエキスプレス株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市南区加福町２丁目５番地
南星キャリックス株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市南区加福町３丁目１番２
日本梱包運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市南区元塩町６－１８－１
愛芳運送有限会社 本社営業所
愛知県名古屋市南区呼続元町１７－１６
株式会社サカイ引越センター 名古屋南支社
愛知県名古屋市南区荒浜町５丁目２５番地
愛知車輌興業株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市南区星崎１－１０
株式会社名棧 本社営業所
愛知県名古屋市南区丹後通３－２
希望運輸株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市南区丹後通５－８－１
株式会社エネックス 中部支店
愛知県名古屋市南区堤町２－９６－３
株式会社アイケン 本社第二
愛知県名古屋市南区天白町５－１７－６（１Ｆ）
高末急送株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市南区道全町１－２０
株式会社引越社 緑営業所
愛知県名古屋市南区白雲町１６４番地３

※「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
052-365-3381
052-353-7171
052-362-3315
052-363-2413
0567-56-3160
052-323-5544
052-432-9121
052-304-1212
052-652-2421
0568-74-6721
052-363-0123
052-481-3221
052-412-5419
052-481-7161
052-413-1432
052-481-1297
052-804-1141
052-932-5620
052-721-3525
080-6604-5443
052-721-0513
052-619-6651
052-619-5738
052-612-3326
052-822-3303
052-619-0255
052-822-7299
052-614-6611
052-612-1271
052-691-3161
052-613-0553
052-823-1154
052-822-3414

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

株式会社引越社 南営業所
株式会社愛南 本社営業所
株式会社タムラシステムサービス 本社営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 名古屋営業所
株式会社エステイケー 本社営業所
共栄運輸有限会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 名古屋
福山通運株式会社 名古屋北営業所

愛西市

あま市

安城市

愛知県名古屋市南区白雲町１６４番地３
愛知県名古屋市南区豊１丁目３２番１０号
愛知県名古屋市南区豊２丁目３２－２２
愛知県名古屋市熱田区千年１丁目１００３番地１
愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号
愛知県名古屋市熱田区中田町２－３０
愛知県名古屋市熱田区六番２－１６－１４
愛知県名古屋市北区芦辺町二丁目四番地一
愛知県名古屋市北区五反田町７１、７２、７３、７４、
ヤマト運輸株式会社 名古屋楠支店
７５
日急株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８
日急株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８
名鉄ゴールデン航空株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市北区中丸町１－２５
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 名古屋北営業所 愛知県名古屋市北区天道町３丁目１０－１
ヤマト運輸株式会社 名古屋辻センター
愛知県名古屋市北区天道町３丁目３番
株式会社マルカワ 名東営業所
愛知県名古屋市名東区延珠町１００４番地
株式会社サカイ引越センター 名古屋北支社
愛知県名古屋市名東区若葉台８１１
株式会社引越社 名東営業所
愛知県名古屋市名東区小井堀町１２０１番地
株式会社引越社 春日井営業所
愛知県名古屋市名東区小井堀町１２０１番地
アートコーポレーション株式会社 名東営業所
愛知県名古屋市名東区照が丘１８６
有限会社三商 本社
愛知県名古屋市名東区猪子石原三丁目７１５番地の３
佐川急便株式会社 名東営業所
愛知県名古屋市名東区姫若町４０番地
ヤマト運輸株式会社 緑有松センター
愛知県名古屋市緑区桶狭間南３３０番地
名豊運輸株式会社 本社営業所
愛知県名古屋市緑区倉坂１２０２
株式会社ジェイトップ 名南営業所
愛知県名古屋市緑区大高町字中ノ島３９番１
西日本エア・ウォーター物流株式会社 名古屋ローリー営
愛知県名古屋市緑区大高町字坊主山３－４
業所
日本図書輸送株式会社 名古屋営業所
愛知県名古屋市緑区大根山２丁目２０１番地
大宝運輸株式会社 大高支店
愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田２０－１
三孔流通サービス株式会社 本社
愛知県愛西市山路町西新田１７番地８
栄進物流株式会社 佐屋本社営業所
愛知県愛西市西條町大池５７－１
佐川急便株式会社 佐屋営業所
愛知県愛西市本部田町鴨田５８番地－１
トールエクスプレスジャパン株式会社 中部支店
愛知県あま市七宝町伊福字隅田３２
ＴＭＳＡロジスティクス株式会社 本社営業所
愛知県あま市新居屋又屋敷２番地、３番地
平野商運株式会社 あま営業所
愛知県あま市森六丁目３１番１（２Ｆ）
松栄運輸株式会社 本社営業所
愛知県安城市安城町城堀１３－４

※「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
052-822-2626
052-692-5165
052-694-1288
052-655-1260
052-679-3506
052-671-3281
052-651-5417
052-915-8161
080-6604-5476
052-991-3192
052-991-3000
052-991-3151
052-911-8701
080-5068-0825
052-773-3360
052-760-1141
052-703-2626
052-703-2616
052-779-0123
052-739-0025
052-704-0052
052-626-8231
052-623-7221
052-623-0721
052-623-5919
052-625-4511
052-622-5625
0567-25-6911
0567-33-0511
0567-32-4491
052-431-1211
052-441-1511
052-449-2620
0566-74-1611

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

一宮市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 三河安城センター
光徳運輸株式会社 本社営業所
有限会社都築産業 本社営業所
株式会社ネストロジスティクス 三河営業所
株式会社北中産業 本社営業所
株式会社チャーターズカンパニー 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 安城営業所
ワーレックス株式会社 安城営業所
西尾運輸株式会社 安城営業所
有限会社石川梱包運輸 本社営業所
有限会社信成運輸 本社営業所
株式会社東端運輸 本社営業所
新英運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三河主管支店
東海ローディング株式会社 本社営業所
有限会社エヌサービス 本社営業所
豊中運輸株式会社 本社営業所
株式会社沓名産業 本社営業所
カリツー株式会社 安城南営業所
株式会社竹豊物流 本社営業所
大和高速運輸株式会社 本社営業所
名豊興運株式会社 一宮
大和物流株式会社 愛知営業所
名古屋特殊自動車株式会社 一宮営業所
有限会社エムズ 若竹営業所
みずしま急配株式会社 本社営業所
吉正運輸倉庫株式会社 一宮営業所
株式会社フジコン 本社営業所
小林運送株式会社 名古屋営業所
中部三和物流株式会社 名古屋営業所
株式会社メイギライン 木曽川
株式会社アイシン 本社営業所
株式会社スワロー物流名古屋 本社営業所
株式会社鈴鉦運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮千秋センター

※「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
愛知県安城市井杭山町高見５番地１４
愛知県安城市榎前町井杭山１７８
愛知県安城市横山町下毛賀知４６番地３１
愛知県安城市横山町管池５５－２
愛知県安城市古井町芝崎５－７
愛知県安城市高棚町芦池１２８－１
愛知県安城市今本町西向山２２－１
愛知県安城市今本町西大塚１６－１
愛知県安城市根崎町長配５８
愛知県安城市池浦町池東１１－５
愛知県安城市東栄町六丁目２４番地１
愛知県安城市東端町白萩２９番地１
愛知県安城市二本木町西切替１０４番地１
愛知県安城市尾崎町豊阿弥１０－１，１１，３７，３８
愛知県安城市福釜町下山２３
愛知県安城市福釜町中根８４－１
愛知県安城市北山崎町柳原４５番３，４５番４
愛知県安城市和泉町神明１８番地３
愛知県安城市和泉町大海古４－１４
愛知県安城市和泉町大海古６－１４
愛知県安城市和泉町大海古６－２０
愛知県一宮市開明字愛宕北１－２ 興和冷蔵（株）内
愛知県一宮市三ッ井３－２－２
愛知県一宮市三ツ井７丁目１４番２号
愛知県一宮市若竹１丁目１２番１号
愛知県一宮市小赤見字石田５７
愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野５４
愛知県一宮市浅井町尾関字堀田１４
愛知県一宮市浅野字大島９番地１
愛知県一宮市多加木４－３０－２８－２０３
愛知県一宮市大毛字流４番１
愛知県一宮市大和町北高井字四辻６２
愛知県一宮市丹陽町九日市場字堂尻２４８６番１
愛知県一宮市東島町２－２５－１
愛知県一宮市南小渕字細野４番１
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電話番号
080-6699-2485
0566-92-6110
0566-75-0003
056-691-2748
0566-76-6741
0566-76-5124
0566-97-8371
0566-98-1311
0566-92-4848
0566-74-5189
0566-98-6005
0566-79-2207
0566-93-1011
0566-98-3929
0566-92-5581
0566-74-8006
0566-77-9228
0566-92-5454
0566-92-4811
0566-92-0390
0566-92-2727
0586-47-6650
0586-76-7506
0586-77-5009
0586-81-1701
0586-76-3191
0586-76-2191
0586-51-4655
0586-81-1131
0586-75-3081
0586-51-9234
0586-44-5550
0586-75-3101
0586-24-1825
080-6604-6860

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社フジカワ商事 本社営業所
佐川急便株式会社 一宮営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 名古屋スーパーハブセ
ンター
東海西部運輸株式会社 本社営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 小牧営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 一宮営業所
株式会社丸山運送 名古屋営業所

稲沢市

犬山市

岩倉市

大府市

岡崎市

ダイコー株式会社 本社営業所
富士サービス株式会社 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 稲沢営業所
株式会社大翔 名古屋西営業所
栄伸流通株式会社 本社営業所
明治ロジテック株式会社 愛知物流センター
花王ロジスティクス株式会社 稲沢営業所
株式会社大翔 本社営業所
タイシン株式会社 本社営業所
大宝運輸株式会社 犬山支店
有限会社岸商事 本社営業所
有限会社北村産業 本社営業所
日通トランスポート株式会社 名古屋支店
株式会社丸二運送 犬山営業所
株式会社カネコ運輸 岩倉営業所
株式会社中部サービス 本社営業所
株式会社丸和運輸機関 名古屋営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 小牧輸送センター営業所
佐川急便株式会社 名古屋南営業所
株式会社ドラゴン 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大府営業所
アートコーポレーション株式会社 南名古屋支店
鳴海急送株式会社 大府営業所
柘運送株式会社 岡崎営業所
佐川急便株式会社 岡崎営業所
福山通運株式会社 岡崎支店

※「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

愛知県一宮市萩原町花井方字西天神１５－１
愛知県一宮市萩原町中島字流３－１

0586-68-5697
0586-68-7222

愛知県一宮市萩原町萩原字松山５３１－９

0586-80-8221

愛知県一宮市北小渕字中田２１－３
愛知県一宮市北方町北方字南辰巳前４８－１
愛知県一宮市木曽川町黒田四ノ通３７番地
愛知県一宮市木曽川町黒田六ノ通り４９（ダイワハイツ
１０２号）
愛知県稲沢市奥田井之下町２８番地２
愛知県稲沢市奥田膳棚町５６番地
愛知県稲沢市赤池寺東町６６
愛知県稲沢市祖父江町本甲字大溝９９
愛知県稲沢市長束町観音寺田１９４
愛知県稲沢市平和町東城戌亥６０２番地１
愛知県稲沢市北麻績町沼１－３
愛知県稲沢市六角堂西町１－１－６
愛知県犬山市字角池５７番地３
愛知県犬山市字上榎島２３－２
愛知県犬山市字西唐曽７５－１
愛知県犬山市字中道２８番地１
愛知県犬山市大字羽黒新田字中平塚１－９
愛知県犬山市大字羽黒新田字北野間１番２５
愛知県岩倉市旭町２丁目４番地
愛知県岩倉市大市場町郷廻３０２
愛知県岩倉市大市場町順喜３
愛知県岩倉市八剱町野畑２８
愛知県大府市共和町宮廻間５７番１
愛知県大府市北崎町３丁目３０９
愛知県大府市北崎町遠山２００－１
愛知県大府市北崎町遠山９４－１
愛知県大府市北崎町島原２８番１
愛知県岡崎市井田西町１２－２
愛知県岡崎市稲熊町字滝道１－１
愛知県岡崎市宇頭町字新長者屋敷９－１，１０，１１，
２６－５

0586-23-4181
0586-84-3588
0586-86-0880
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0586-53-1141
0587-24-1897
0587-32-6271
0587-24-3147
0587-98-2288
0587-21-4081
0567-47-0069
0587-36-6711
0587-24-3611
0568-68-1691
0568-67-5141
0568-67-7872
0568-68-2810
0568-69-2681
0568-67-4836
0587-66-5400
0587-38-0857
0568-71-7800
0587-38-3221
0562-44-1241
0562-48-5551
0562-45-0580
0562-45-0123
0562-45-5087
0564-22-4327
0564-25-6110
0564-31-2000

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社引越社 岡崎営業所
株式会社引越社 豊田営業所
トランコムＤＳ株式会社 岡崎営業所
カリツー株式会社 岡崎営業所
株式会社サンワ運輸 本社営業所
カリツー株式会社 岡崎物流センター
菱自運輸株式会社 岡崎営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎岩津センター
アクティブ株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 岡崎営業所
株式会社ジェイトップ 三河営業所
名阪急配株式会社 岡崎定温センター
ＳＢＳフレックネット株式会社 岡崎営業所
株式会社ヤマショウ運輸 本社営業所
株式会社東液供給センター 岡崎事業所
岡崎通運株式会社 本社営業所
東山物流株式会社 岡崎営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎六ツ美支店

尾張旭市
春日井市

アートコーポレーション株式会社 三河支店
有限会社ＪＡＰＡＮＬＩＮＥ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾張旭支店
今川運送株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 名古屋営業所
株式会社オリエント・サービス 本社営業所
オリソー物流株式会社 名古屋支店
大宝運輸株式会社 春日井支店
福山通運株式会社 春日井支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 小牧支店
中部日立物流サービス株式会社 中京輸送営業所
株式会社ＬＣＳ 本社営業所
キユーソーティス株式会社 春日井営業所
高末急送株式会社 春日井営業所
名阪急配株式会社 春日井冷凍センター
東海運輸株式会社 東海支店

※「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
愛知県岡崎市栄町５－２－２
愛知県岡崎市栄町五丁目２番地２
愛知県岡崎市岡町字方便１－１
愛知県岡崎市下青野町字宝田５０番地１
愛知県岡崎市久後崎町字宮下１－３
愛知県岡崎市橋目町字西水通４０－２
愛知県岡崎市合歓木町字渡嶋１０、１１－１
愛知県岡崎市細川町字長原８９番
愛知県岡崎市坂左右町字堤下１－３
愛知県岡崎市城北町８－１１
愛知県岡崎市大樹寺３丁目１６番１７号
愛知県岡崎市大平町字薮下７２
愛知県岡崎市大和町字荒田３６－１
愛知県岡崎市中之郷町字六供７８－２
愛知県岡崎市柱町下地６９
愛知県岡崎市東大友町字土下３５，３６
愛知県岡崎市北野町字花本４５
愛知県岡崎市牧御堂町字炭焼２７－１，２７－２，２８
－１
愛知県岡崎市蓑川新町３－３
愛知県尾張旭市三郷町中井田１０番地
愛知県尾張旭市南原山町赤土２５６－４，２７７－１
愛知県春日井市下原町２２５０－１
愛知県春日井市下市場町４丁目１５番２，１５番３
愛知県春日井市下条町１２１２番地１
愛知県春日井市牛山町字最中５８３番地の８
愛知県春日井市上条町８－２６７６，２６７９
愛知県春日井市上田楽町字五反田１１１
愛知県春日井市上田楽町字西島２９８番地 他４６筆
愛知県春日井市上田楽町字野元２２１１
愛知県春日井市神屋町字地福１２６５－５
愛知県春日井市西尾町字中ノ島２４３－１
愛知県春日井市鷹来町３１８１－１
愛知県春日井市長塚町１丁目１０３番地
愛知県春日井市長塚町１丁目８１
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電話番号
0564-25-2626
0564-66-0845
0568-74-6721
0564-43-5885
0564-27-7117
0565-25-0080
0564-43-6311
080-5481-6504
0564-58-3939
0564-21-9854
0564-24-4631
0564-22-7717
0564-33-3510
0564-71-2050
0564-52-1117
0564-31-9131
0564-32-8841
080-5481-6500
0120-80-0123
0561-55-5734
0561-53-9652
0568-87-3088
0568-56-8581
0568-85-2525
0568-34-3341
0568-85-3211
0568-33-8899
0568-33-1230
0568-66-3371
0568-88-2500
0568-93-0006
0568-82-2761
0568-36-2401
0568-33-2111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

坂部名古屋有限会社 本社
日本郵便株式会社 春日井郵便局
東海ローディング株式会社 春日井営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 春日井営業所
川口工運有限会社 本社営業所
蒲郡市
日本通運株式会社 蒲郡支店
株式会社引越社 刈谷営業所
刈谷市
ヤマト運輸株式会社 刈谷桜センター
名古屋トネックス株式会社 本社営業所
トヨタ輸送中部株式会社 富士松営業所
名古屋特殊自動車株式会社 刈谷営業所
株式会社引越一番 本社
有限会社アクティブラン 本社営業所
名輪ケミカル株式会社 本社
愛東運輸株式会社 本社営業所
株式会社日本陸送 豊田営業所
廣瀬梱包運輸株式会社 名古屋
北名古屋市 アートコーポレーション株式会社 北名古屋営業所
株式会社ケイエス通商 本社営業所
株式会社シャチライン 本社営業所
イナベ運送有限会社 本社営業所
サッポロ流通システム株式会社 東海支社名古屋事務所
名糖運輸株式会社 東海物流センター
株式会社ハセコン運輸 名古屋営業所
有限会社スギノ商会 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 名古屋営業所
株式会社ジェイトップ 清須営業所
清洲市
有限会社楓商会 本社
株式会社エスラインギフ 名古屋春日営業所
中京陸運株式会社 春日営業所
愛知陸運株式会社 名西営業所
有限会社春日運輸 本社
マコトトランスポートサービス株式会社 名古屋営業所
名阪急配株式会社 名古屋センター
埼玉プロイコム株式会社 中部営業所
江南市

※「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
愛知県春日井市田楽町１７６５番地の６
愛知県春日井市柏井町３丁目１０２－１
愛知県春日井市八田町１丁目１６番地の３
愛知県春日井市明知町字頓明１４２３－５０
愛知県蒲郡市拾石町五反田１１番地３
愛知県蒲郡市浜町７３－６
愛知県刈谷市一ツ木町２丁目２－１３
愛知県刈谷市一色町三丁目８番地４
愛知県刈谷市一里山町西石根２９番９
愛知県刈谷市今岡町吹戸池１１１番地
愛知県刈谷市今川町三丁目２０１
愛知県刈谷市今川町中矢戸９番地１
愛知県刈谷市小垣江町本郷下３１－５
愛知県刈谷市泉田町池之浦４４番地の４
愛知県刈谷市東境町上野８－１
愛知県刈谷市東境町唐池５４
従前地：愛知県刈谷市一ツ木町６丁目１２番地１
愛知県北名古屋市宇福寺天神６番
愛知県北名古屋市沖村西ノ川２９番，３０番
愛知県北名古屋市沖村西之郷２８
愛知県北名古屋市沖村六反２５
愛知県北名古屋市熊之庄堤下７番地
愛知県北名古屋市鍛治ヶ一色字襟１０番１
愛知県北名古屋市中之郷神明４３
愛知県北名古屋市中之郷八反６８番地
愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西一丁目１４番地
愛知県清須市阿原鴨池８３番地
愛知県清須市春日宮重町１５９
愛知県清須市春日江先５７
愛知県清須市春日新田９４
愛知県清須市春日鳥出９７，９８，９９
愛知県清須市春日落合６９５番地
愛知県清須市清洲２４８８
愛知県清須市西市場五丁目５－２
愛知県江南市高屋町遠場８１番
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電話番号
0586-75-4300
0568-81-2371
0568-84-1280
0568-93-0222
0533-69-9736
0533-69-1155
0566-27-2626
080-6604-5329
0566-36-1511
0566-36-2201
0566-62-7785
0566-61-1541
0566-24-7788
052-604-7041
0566-36-5347
0566-36-5411
0566-29-1139
0568-25-0123
0568-23-2099
0568-23-5726
0568-23-3771
0568-25-2814
0568-25-7171
0568-25-4992
0568-27-3555
0568-27-2665
052-401-5801
052-908-8135
052-502-1101
052-409-2325
052-401-2791
0587-81-7333
052-408-0315
052-408-5411
0587-51-0850

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

小牧市

事業所名
森実運輸株式会社 名古屋支店
有限会社カヤノ物流 本社
山中運輸有限会社 本社営業所
名古屋特殊自動車株式会社 小牧営業所
大幸運輸株式会社 小牧営業所
航空集配サービス株式会社 小牧営業所
ＳＧムービング株式会社 名古屋営業所
トランコム株式会社 小牧ロジスティクスセンター
名阪急配株式会社 小牧食材センター
中部タイムス物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小牧支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 小牧営業所
東名輸送株式会社 本社営業所
株式会社ロイヤルコーポレーション 中部営業所
有限会社一善トータルメッセンジャー 本社営業所
土屋自動車運輸株式会社 名古屋営業所
日通名古屋北運輸株式会社 小牧営業所
愛知陸運株式会社 小牧営業所
名鉄運輸株式会社 小牧支店
四国名鉄運輸株式会社 名古屋支店
信光陸運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 名古屋北ロジスティクス事業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 小牧営業所
株式会社エヌライン 本社営業所
株式会社デイライン 東海営業所
有限会社シンコウ運輸 本社営業所
商都通信株式会社 本社営業所
諏訪梱包運輸株式会社 名古屋営業所
有限会社エヌ・オー通産 本社営業所
大池運送株式会社 本社営業所
株式会社丸運 小牧物流センター
日急株式会社 小牧倉庫営業所
愛北ロジック株式会社 本社営業所
センコー株式会社 中部輸送センター
興和運輸株式会社 小牧営業所

※「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
愛知県江南市村久野町平河１１２
愛知県江南市力長町神明３２８－２
愛知県小牧市間々原新田１０５６番地１
愛知県小牧市桜井３０
愛知県小牧市三ツ渕字西之坪１０６３
愛知県小牧市三ツ渕字旦那新田３７４－１
愛知県小牧市舟津八反田１３６
愛知県小牧市小針３－５３
愛知県小牧市小牧原１丁目４１１
愛知県小牧市小牧原三丁目１９１番地
愛知県小牧市小木２丁目１２６
愛知県小牧市小木東１丁目１２８番地
愛知県小牧市小木東３丁目１１０番１
愛知県小牧市小木東一丁目６８番地
愛知県小牧市新小木２－１１
愛知県小牧市新小木２－１６
愛知県小牧市新小木２丁目１番地
愛知県小牧市新小木３－２０，２２
愛知県小牧市新小木３－７
愛知県小牧市新小木３丁目７番地
愛知県小牧市新小木一丁目３０番地
愛知県小牧市新小木一丁目３１番地
愛知県小牧市新小木三丁目７番地
愛知県小牧市西之島１４３８番地
愛知県小牧市西之島字烏海道５７番地１
愛知県小牧市川西２丁目６９番地
愛知県小牧市多気中町１８３番地
愛知県小牧市多気中町１８９
愛知県小牧市多気中町２３０番地１
愛知県小牧市多気南町９－１
愛知県小牧市大字横内字立野６２７－１８
愛知県小牧市大字下末字針５７８－１
愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７－４
愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹４８０－１
愛知県小牧市大字間々原新田字牡若池１８９０－１
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電話番号
0587-53-4650
0587-51-6022
0568-77-7693
0568-76-1660
0568-74-5530
0568-54-2311
0568-72-1144
0568-74-4611
0568-43-1353
0568-71-2161
080-5068-2313
0568-42-2221
0568-75-1141
0568-65-8915
0568-23-8826
0568-72-8801
0568-65-9577
0568-72-1315
0568-72-1281
0568-77-7518
0568-42-1700
0568-73-2264
0568-75-7570
0568-77-1440
0568-42-0300
0568-72-0118
0568-27-8511
0568-74-1275
0568-71-3822
0568-76-0172
0568-73-1291
0568-77-7331
0568-75-9201
0568-77-3331
0568-73-8888

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社蔵王興業 本社営業所
株式会社日特運輸 本社
名和運輸株式会社 本社営業所
有限会社ヤマコン 本社営業所
株式会社東液供給センター 小牧事業所
株式会社ハルテ物流サービス 名古屋営業所
志村梱包株式会社 本社営業所
臼杵運送株式会社 名古屋営業所
新三興物流株式会社 名古屋営業所
株式会社小笠原運送 本社営業所
福山名和運輸株式会社 名古屋営業所
トランコムＤＳ株式会社 小牧事業所
鈴建輸送株式会社 小牧
高山産業運輸株式会社 小牧営業所
ヤマト運輸株式会社 小牧桃花台センター
株式会社青山運送 本社営業所
ベア・ロジコ株式会社 名古屋営業所
吉正運輸倉庫株式会社 小牧営業所
加藤梱包運輸株式会社 本社営業所

新城市

瀬戸市

三宝運輸株式会社 本社
株式会社コラビス東海 本社営業所
株式会社ヤマガタ 名古屋営業所
間口ランドサービス株式会社 東海営業所
名豊興運株式会社 本社営業所
株式会社メイコウサポート 本社営業所
備後通運株式会社 名古屋支店
株式会社ヒューテックノオリン 中部支店
株式会社塚腰運送 名古屋営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 名古屋
株式会社日本陸送 中部営業所
ヤマト運輸株式会社 新城支店
知多産業運輸株式会社 新城営業所
株式会社ＭＤロジス中部サービス 新城営業所
ヤマト運輸株式会社 瀬戸效範センター

※「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
愛知県小牧市大字間々原新田字今池１３－１
愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池１６４
愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池２０６－１
愛知県小牧市大字三ツ渕７１８
愛知県小牧市大字三ツ渕字西ノ門９７７
愛知県小牧市大字三ツ渕字惣作１２８５－１
愛知県小牧市大字三ッ渕字中播州３３７
愛知県小牧市大字三ッ渕字東阿原１４２０
愛知県小牧市大字三ッ渕字東阿原１４４５番１
愛知県小牧市大字舟津字上針田１２５１－３
愛知県小牧市大字舟津字大坪１１４４－１
愛知県小牧市大字小松寺字下仲田２９０，２９２番地
愛知県小牧市大字小牧原新田７４５番地の５１
愛知県小牧市大字上末字山中２７７－１
愛知県小牧市大字上末字東山３５０９－１９０
愛知県小牧市大字西之島字花塚１１６８－８
愛知県小牧市大字村中字松原８０９－１
愛知県小牧市大字村中字膝子９８２－１
愛知県小牧市大字大草字清水洞２３０４－１、２３０５
－１
愛知県小牧市大字東田中字金井戸６１０－１
愛知県小牧市大字東田中字上池１２６５－１
愛知県小牧市大字東田中字大杁１３５１－１
愛知県小牧市大字東田中字南新田１６０５番１
愛知県小牧市大字南外山字道上１２３－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１５７－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１６５－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北９０番地１
愛知県小牧市大字本庄字東向田１２３１－１
愛知県小牧市大字本庄字末子１１３３－１
愛知県小牧市大字本庄字末子１１７７－１
愛知県新城市字東沖野３５－１，３６－１
愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷１－１１
愛知県新城市有海字鳥影１番地１
愛知県瀬戸市共栄通４丁目２５番地
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電話番号
0568-77-3730
0568-73-9431
0568-73-4189
0568-73-8899
0568-75-6546
0568-71-6630
0568-73-4511
0568-73-6193
0568-69-0235
0568-75-3617
0568-44-8868
0568-74-6721
0568-54-2575
0568-78-2050
080-5044-5467
0568-75-3770
0568-71-1031
0568-71-0381
0568-79-2522
0568-77-9158
0568-47-5317
0568-73-5331
0568-42-0276
0568-72-1613
0568-74-7766
0568-72-2561
0568-44-9888
0568-78-8871
0568-78-6971
0568-79-6144
080-6604-7016
0536-27-2377
0536-25-0502
080-6604-6332

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

高浜市
田原市

知多市
津島市

東海市

常滑市

事業所名
株式会社シーキューブトータルサービス 瀬戸事業所
名阪急配株式会社 瀬戸センター
三眞運輸株式会社 本社営業所
株式会社ダイユー物流 本社営業所
丸五運送株式会社 本社営業所
株式会社鈴鉦運輸 瀬戸営業所
株式会社大照 本社営業所
東海ローディング株式会社 豊橋営業所
有限会社黒田トラック 本社営業所
有限会社彦坂興業 本社営業所
マルアイシステム有限会社 田原営業所
ヤマト運輸株式会社 渥美センター
翔運輸株式会社 田原営業所
日東富士運輸株式会社 名古屋支店
秩父運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 津島郵便局
伊藤運送株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 津島集配センター
マルタアマゾン株式会社 元浜営業所
丸太運輸株式会社 元浜営業所
ＪＦＥ物流中部株式会社 名古屋事業所
株式会社テー・エス・シー 愛知
福山エクスプレス株式会社 東海営業所
東洋運輸株式会社 中部営業所
福山ロジスティクス株式会社 南中部営業所
福山通運株式会社 東海支店
知多通運株式会社 本社営業所
日鉄住金物流名古屋株式会社 本社営業所
名鉄急配株式会社 東海支店
富士物流株式会社 東海営業所
日本通運株式会社 中部重機建設支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 東海支店
愛知陸運株式会社 セントレア営業所
平野カーゴ株式会社 中部空港営業所
名古屋陸送株式会社 セントレア営業所

※「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
愛知県瀬戸市山の田町４３－１９６
愛知県瀬戸市山の田町４３番地２２０
愛知県瀬戸市西本地町２丁目１３番地、２４番地
愛知県瀬戸市池田町１００番地３
愛知県瀬戸市平町２丁目７２番地
愛知県瀬戸市坊金町１１７番地
愛知県高浜市論地町３丁目６－３４
愛知県田原市大久保町七ツ釜１０２－２
愛知県田原市田原町柳町２６
愛知県田原市東赤石四丁目８５－２
愛知県田原市波瀬町波瀬北７５番地１
愛知県田原市保美町仲原１１３番地
愛知県田原市緑が浜２号２－９９
愛知県知多市北浜町１４番地２
愛知県知立市牛田町尼子田１番地１
愛知県津島市松原町２５－２
愛知県津島市大字古川字上割５７０
愛知県津島市杁前町２－２３
愛知県東海市元浜町１２－１８
愛知県東海市元浜町１２番地１８
愛知県東海市新宝町２９番地
愛知県東海市新宝町５０７番５０号
愛知県東海市浅山１丁目５０番地
愛知県東海市浅山１丁目８０番地
愛知県東海市浅山一丁目５０番地
愛知県東海市浅山一丁目５０番地
愛知県東海市大田町天尾崎３３－２，３
愛知県東海市東海町５丁目３番地
愛知県東海市南柴田町ロノ割９５番１３
愛知県東海市名和町中埋田２２番地１
愛知県東海市名和町二番割下３３－１、３３－２
愛知県東海市養父町諸之木８番地
愛知県常滑市セントレア３－１６－２
愛知県常滑市セントレア３丁目１５番地２
愛知県常滑市セントレア３丁目１７番２

12／18 ページ

電話番号
0561-56-0262
0561-86-0288
0561-83-7773
0561-85-6500
0561-82-6155
0561-87-3250
0566-34-1335
0531-22-2115
0532-25-8500
0531-23-3948
0531-22-6084
080-5481-6505
0531-23-3733
0562-33-1680
0566-81-3322
0567-26-2582
0567-26-2844
0567-23-2100
0562-36-1981
0562-33-6051
052-604-2021
052-604-6824
052-689-4300
052-689-3344
052-604-9880
052-689-4300
0562-33-2201
052-603-2821
052-603-5361
052-689-1226
052-603-2202
0562-39-0092
0569-38-8200
0569-38-7208
0569-38-7295

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

豊明市

豊川市

豊田市

事業所名
有限会社間瀬運送 本社営業所
田中運送有限会社 本社営業所
清興運輸株式会社 刈谷営業所
アサガミ株式会社 名古屋営業所
株式会社テスコ 本社
豊商運株式会社 東名営業所
巴運輸株式会社 豊明営業所
株式会社グリーンサービス 豊川営業所
株式会社ツグリク 豊橋営業所
日本通運株式会社 豊橋警送事業所
株式会社上組 豊川支店
株式会社ロジス・ワークス 愛知事業所
中部三和物流株式会社 豊橋営業所
協和陸運株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 豊川営業所
清好運輸株式会社 本社営業所
中央輸送株式会社 小坂井営業所
トラックス株式会社 本社営業所
株式会社東海ロジテム 本社営業所
理化トランスポート株式会社 音羽営業所
東海ワークス株式会社 本社営業所
山三石油運輸株式会社 本社営業所
株式会社カネコ運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 豊川営業所
愛知陸運株式会社 豊川営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田保見センター
中部陸運株式会社 本社営業所
有限会社いなべ物流サービス 豊田営業所
愛陸急送株式会社 本社営業所
株式会社中部システム輸送 本社営業所
東伸運輸株式会社 豊田営業所
丹羽商株式会社 本社営業所
日通三河運輸株式会社 豊田営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 豊田営業所
亀山急送株式会社 豊田営業所

※「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
愛知県常滑市金山字前田１０６番地
愛知県常滑市桧原字平井畑４０番地
愛知県豊明市阿野町稲葉７４－１１
愛知県豊明市阿野町奥屋４５
愛知県豊明市阿野町惣作２５－１
愛知県豊明市沓掛町烏ヶ根１０８番地
愛知県豊明市沓掛町前田６－１
愛知県豊川市伊奈町古当１７８番地４
愛知県豊川市伊奈町野川２４－５
愛知県豊川市下長山町宮下１４番１，１５番１
愛知県豊川市金屋西町１丁目８
愛知県豊川市御津町佐脇浜２号地１－１０
愛知県豊川市市田町谷源次３－１
愛知県豊川市篠田町弘法野３８
愛知県豊川市宿町野川１番地２７
愛知県豊川市宿町野川１番地の４４
愛知県豊川市小坂井町宮下７７－１
愛知県豊川市小坂井町野地４７
愛知県豊川市上長山町手取８番地１３０
愛知県豊川市赤坂町平山１－１
愛知県豊川市白鳥町穴田５７－１
愛知県豊川市白鳥町山桃２２－１
愛知県豊川市八幡町新堀４８番地３
愛知県豊川市豊が丘町１１３
愛知県豊川市本野ケ原２－６２，６３
愛知県豊田市伊保町下川原９２番１
愛知県豊田市井上町５丁目８０
愛知県豊田市永覚町上長根３５番地６１
愛知県豊田市鴛鴨町石川１５６番地
愛知県豊田市鴛鴨町矢迫６０番地４
愛知県豊田市花本町井前１番８
愛知県豊田市御船町山ノ神５６番地２７９
愛知県豊田市広久手町３丁目２５－１
愛知県豊田市広美町北繁８４
愛知県豊田市高岡本町秋葉９２番３
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電話番号
0569-42-1359
0569-35-3549
0562-92-3980
0562-93-7766
0562-74-1941
0562-92-2427
0562-93-3500
0533-73-1573
0533-75-6210
0533-89-4770
0533-84-6510
0533-76-4611
0533-86-8130
0533-92-1360
0533-85-5959
0533-78-3870
0533-78-2519
0533-65-8539
0533-92-1411
0533-87-3913
0533-83-0641
0533-88-2131
0533-80-2515
0533-85-8077
0533-85-6161
080-6604-5431
0565-45-0019
0565-71-0180
0565-41-5711
0565-25-0812
0565-46-8838
0565-43-2840
0565-42-3470
0565-25-0056
0565-41-8950

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

豊橋市

事業所名
有限会社ニシカワ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田松平支店
佐川急便株式会社 豊田営業所
豊鉄運輸株式会社 本社営業所
キユーソーティス株式会社 挙母営業所
中発運輸株式会社 藤岡営業所
株式会社ユーティー・サービス 本社営業所
名古屋東部陸運株式会社 本社営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 高岡営業所
有限会社四ツ葉トラネット 本社営業所
株式会社エー・ティー物流 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田若園支店
トヨタ倉庫運輸株式会社 本社営業所
東電運輸株式会社 豊田営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田支店
藤岡運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田上郷センター
パナシアロジ株式会社 豊田営業所
熊野輸送株式会社 名古屋営業所
綜合警備保障株式会社 警送愛知支社 豊橋警送営業所
株式会社太平商会 本社営業所
東海運送有限会社 本社営業所
三星運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 豊橋営業所
南部輸送有限会社 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 特輸事業部
神野臨海株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 豊橋支店海運営業所
株式会社光洋 本社営業所
三河重機興業株式会社 本社営業所
豊月運送株式会社 本社営業所
株式会社ＡＳＴＲＡ 本社営業所
株式会社丸運 豊橋物流センター
中央輸送株式会社 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
愛知県豊田市寿町８丁目６６番地１
愛知県豊田市渋谷町１－１－１７
愛知県豊田市上丘町大下２２
愛知県豊田市上郷町１丁目１７
愛知県豊田市上原町西山２３７－２
愛知県豊田市深見町向イ洞１０７１－１
愛知県豊田市深田町１丁目１２６番地１
愛知県豊田市西新町７－７７－１
愛知県豊田市大島町前畑１番地の１
愛知県豊田市中町中前７－８
愛知県豊田市朝日町５丁目２３番地５２
愛知県豊田市堤町寺池上６３－３
愛知県豊田市堤町道田１５，１６，１７
愛知県豊田市堤本町下見１－１
愛知県豊田市土橋町２丁目２８－１
愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇３７９－１
愛知県豊田市配津町神ノ木１０９番地
愛知県豊田市本田町洞ノ脇４０番地
愛知県豊田市本田町北ノ脇７４
愛知県豊橋市駅前大通１丁目２７
愛知県豊橋市下地町新道４番地１－１ エルディム新道
Ａ－２０２
愛知県豊橋市菰口町六丁目４番地
愛知県豊橋市若松町字中山５６９番地
愛知県豊橋市若松町字中山８５４番地
愛知県豊橋市小島町字荒巻９２－３９
愛知県豊橋市小島町字上田濃９９番地１
愛知県豊橋市神野ふ頭町２番地２
愛知県豊橋市神野ふ頭町５－１
愛知県豊橋市神野新田町字チノ割３－１
愛知県豊橋市神野新田町字トノ割１２－１
愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割２８－１
愛知県豊橋市清須町字天神４５番地１
愛知県豊橋市西山町字西山１８７－８
愛知県豊橋市船渡町字前田５０番の１
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電話番号
0565-25-1617
080-6604-5430
0565-51-3222
0565-21-1188
0565-46-9121
0565-76-7211
0565-25-3883
0565-33-6351
0565-52-9524
0565-52-9033
0565-32-2431
0565-54-1224
0565-52-5551
0565-51-2431
080-6604-5428
0565-76-2016
080-6698-9676
0565-41-6554
0565-53-0096
0532-54-6001
0532-53-6001
0532-31-7221
0532-25-9501
0532-29-7700
0532-21-1456
0532-29-5005
0532-31-4452
0532-32-1875
0532-33-0300
0532-33-1045
0532-32-7459
0532-31-1221
0532-21-1311
0532-25-3162

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

長久手
西尾市

日進市

事業所名
タカラ梱包輸送株式会社 豊橋東営業所
新英運輸株式会社 豊橋営業所
カリツー株式会社 豊橋営業所
岡村運送株式会社 本社営業所
鈴與自動車運送株式会社 豊橋営業所
渥美運輸株式会社 本社営業所
株式会社井口運輸 本社営業所
柳田運輸株式会社 豊橋営業所
愛知陸運株式会社 大崎営業所
株式会社藤城運輸 豊橋営業所
磯部運輸倉庫株式会社 豊橋営業所
中部日立物流サービス株式会社 豊橋営業所
カリツー株式会社 渥美営業所
東洋メビウス株式会社 豊橋支店
花王ロジスティクス株式会社 豊橋営業所
向島運送株式会社 豊橋営業所
株式会社トーショー 豊橋営業所
有限会社ワンプラスワン 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋野依センター
渥美運輸株式会社 柳生橋営業所
株式会社武知 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 愛知主管支店
ヤマト運輸株式会社 西尾中央センター
丸定運輸株式会社 本社営業所
西尾運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 西尾支店
ヤマト運輸株式会社 西尾北センター
株式会社丸運 西尾物流センター
ドゥベスト株式会社 愛知営業所
西濃運輸株式会社 名古屋東支店
名古屋特殊自動車株式会社 日進営業所
花王ロジスティクス株式会社 日進営業所
株式会社アルプスウェイ 日進営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 日進共配センター
株式会社アイソネットライン 中京営業所

※「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
愛知県豊橋市大岩町字岩田１５－１
愛知県豊橋市大岩町字久保田４８－５８
愛知県豊橋市東細谷町字奥田９７－２８
愛知県豊橋市明海町２－２４
愛知県豊橋市明海町２－２６
愛知県豊橋市明海町２－２８
愛知県豊橋市明海町２－３６
愛知県豊橋市明海町２－３９
愛知県豊橋市明海町２－４３
愛知県豊橋市明海町２－５６
愛知県豊橋市明海町３３－１１
愛知県豊橋市明海町３３－２０
愛知県豊橋市明海町３３－３８
愛知県豊橋市明海町３－６０
愛知県豊橋市明海町４－５１
愛知県豊橋市明海町４－５３
愛知県豊橋市明海町４－７１
愛知県豊橋市明海町５番地の１
愛知県豊橋市野依町字諏訪９８
愛知県豊橋市柳生町３４番地
愛知県豊橋市老津町字新田１２番地の１
愛知県長久手市前熊寺田１８，前熊中井３３－４
愛知県西尾市下町毛勝８２番地
愛知県西尾市桜町中新田５１番地５
愛知県西尾市須脇町大境１３番地
愛知県西尾市天竹町河原３７－１
愛知県西尾市八ツ面町梅の宮４６－１
愛知県西尾市米津町北浦６５－１
愛知県日進市折戸町中屋敷１８４－１
愛知県日進市浅田町美濃輪１－１２
愛知県日進市浅田平子１－２９
愛知県日進市藤島町長塚７４－２１
愛知県日進市藤島町長塚７４－２２
愛知県日進市藤島町長塚７４－２２
愛知県日進市藤島町長塚７４－２２
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電話番号
0532-43-0828
0532-41-3701
0532-41-5228
0532-25-5011
0532-25-5071
0532-25-4361
0532-25-4131
0532-25-3213
0532-25-3868
0532-25-7846
0532-25-6011
0532-25-7756
0532-25-7277
0532-23-2195
0532-23-6521
0532-23-2853
0532-23-3802
0532-29-6833
080-5098-1244
0532-45-6105
0532-39-6152
0561-61-5006
080-6604-5977
0563-56-4216
0563-56-5561
080-5043-3071
080-5045-7728
0563-53-7000
0561-76-9022
052-678-4303
052-802-4036
0561-72-7501
0561-74-7610
0561-75-6030
0561-74-7801

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
半田市

碧南市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 日進支店
光陽ケミカル株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 半田支店
戸田通商有限会社 半田営業所
石田運送株式会社 横川営業所
丸半運輸株式会社 本社営業所
大興運輸株式会社 半田支店
ロジトライ中部株式会社 知多事業所
共立輸送株式会社 名古屋営業所
阿久比運輸株式会社 本社営業所
衣浦物流株式会社 本社営業所
三洋運輸株式会社 衣浦営業所
有限会社丸十運輸 本社営業所
株式会社ＴＫ物流 本社営業所
中発運輸株式会社 碧南営業所
丸共通運株式会社 本社営業所
東和物流株式会社 本社営業所
栄光陸運株式会社 本社営業所
有限会社スズタニ運送 本社営業所

みよし市

弥富市

吉良運輸株式会社 本社営業所
碧南小型運送株式会社 本社営業所
北野運輸株式会社 本社営業所
丸共通運株式会社 衣浦営業所
中部カーサービス株式会社 衣浦営業所
東海ローディング株式会社 安城営業所
ヤマト運輸株式会社 みよし支店
株式会社ユーネットランス みよし物流センター
山陽自動車運送株式会社 みよし営業所
丸久運輸株式会社 みよし営業所
ＴＧロジスティクス株式会社 みよし営業所
北港運輸株式会社 豊田支店
中発運輸株式会社 三好営業所
日急株式会社 三好営業所
唐津運輸株式会社 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
愛知県日進市米野木町家下１１６－１
愛知県半田市１１号地１８－１４
愛知県半田市１１号地１８－８
愛知県半田市稲穂町８－２３－２
愛知県半田市横川町１丁目８番地
愛知県半田市山崎町１１
愛知県半田市州の崎町２－１３６
愛知県半田市新居町７－１２０
愛知県半田市瑞穂町７丁目１０番１４号
愛知県半田市川田町１７７番地１
愛知県半田市潮干町１番地１７
愛知県半田市日東町４－４３
愛知県半田市鴉根町３丁目７番地の１２
愛知県半田市鴉根町三丁目７番地の１２
愛知県碧南市屋敷町４丁目３番地
愛知県碧南市港本町１－１９
愛知県碧南市志貴崎町５丁目２２番地
愛知県碧南市吹上町４－２３－１
愛知県碧南市鶴見町４－２８，２９，３０，３６，３
７，３９
愛知県碧南市天神町２丁目１８
愛知県碧南市田尻町３－１００
愛知県碧南市田尻町３丁目３５
愛知県碧南市浜町２番地１３
愛知県碧南市明石町１０番地
愛知県碧南市明石町７－１３
愛知県みよし市西一色町塚ノ下３５番１
愛知県みよし市打越町南二池下６０番地
愛知県みよし市福谷町根浦１４１番地
愛知県みよし市福谷町根浦１４１番地
愛知県みよし市福谷町根浦１４１番地
愛知県みよし市福谷町根浦２７－４０３
愛知県みよし市福田町権現山２９－５
愛知県みよし市莇生町平地８４番地
愛知県弥富市稲荷３丁目３８
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電話番号
080-6604-5424
0569-23-8787
0569-21-2581
0569-28-4510
0569-29-0300
0569-21-0139
0569-29-2821
0569-28-0736
0569-24-5160
0569-22-6511
0569-20-0212
0569-25-4501
0569-27-8228
0569-27-8077
0566-48-1021
0566-48-3214
0566-48-6282
0566-48-3357
0566-91-5063
0566-48-2223
0566-48-2550
0566-41-0739
0566-42-1160
0566-45-5269
0566-42-4941
080-6604-5426
0561-32-8198
0561-36-8350
0561-36-8351
0561-35-5601
0561-33-0560
0561-34-2323
0561-32-1460
0567-68-5921

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

海部郡

事業所名
株式会社ダイコー商運 名古屋営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 名古屋営業
所
近物レックス株式会社 西名古屋支店
桜運輸株式会社 本社営業所
磯部運輸倉庫株式会社 飛島営業所
栄和港運株式会社 名古屋営業所
中京陸運株式会社 港営業所
東洋陸運株式会社 名古屋営業所
中京陸運株式会社 湾岸営業所
株式会社丸運 名古屋物流センター
中京陸運株式会社 名港西営業所
日本通運株式会社 名古屋国際輸送支店富浜流通センター
株式会社東海流通システム 本社営業所
港大宝運輸株式会社 本社営業所
中央陸運株式会社 愛知営業所
栄幸運送株式会社 本社営業所
株式会社オクムラ 本社営業所
福山通運株式会社 名古屋西支店
株式会社ムロオ 名古屋西営業所
西條商事株式会社 本社営業所
株式会社名誠組 本社営業所
株式会社三統運輸 本社営業所
大日運輸株式会社 飛島ロジセンター
株式会社丸高運輸 本社営業所

愛知郡

株式会社ダイコー 本社営業所
朝日ラインシステム株式会社 飛島営業所
株式会社鈴与カーゴネット名古屋 本社営業所
河西瀝青運輸株式会社 飛島営業所
株式会社鈴鉦運輸 インター倉庫営業所
安藤運輸株式会社 本社営業所
天真運輸株式会社 本社営業所
名古屋陸送株式会社 飛島営業所
岩田運輸株式会社 東郷物流センター

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

住所

電話番号

愛知県弥富市神戸４丁目７番地１

0567-56-3330

愛知県弥富市神戸十丁目４６４－４９

0567-96-3917

愛知県弥富市西中地町五右１９４－１
愛知県弥富市東末広９丁目５１番地
愛知県弥富市東末広九丁目５６
愛知県弥富市鍋田町八穂１０７番地３
愛知県弥富市楠１丁目１１４－１
愛知県弥富市楠２－１５
愛知県弥富市楠２丁目５４番地
愛知県弥富市楠３－７－１
愛知県弥富市楠二丁目４８番地
愛知県弥富市富浜２丁目１番地
愛知県弥富市鯏浦町未新田２１番地６７
愛知県海部郡蟹江町蟹江新田道東１２番地
愛知県海部郡蟹江町須成西５丁目６１
愛知県海部郡蟹江町西之森３丁目１６
愛知県海部郡蟹江町西之森四丁目７
愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後東５６－２，５６－
３，５６－４，５７，１１３
愛知県海部郡蟹江町大字須成字上の庄２４９５
愛知県海部郡大治町大字西條字高場７１－１
愛知県海部郡飛鳥村木場２－１３６－９
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅３８－１
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅８９番１
愛知県海部郡飛島村大字飛鳥新田字竹之郷トチの割３０
３－３
愛知県海部郡飛島村大宝７－３
愛知県海部郡飛島村大宝７丁目３８番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目１３８番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷八丁目８８、８９、９０番地
愛知県海部郡飛島村木場１－７３－２
愛知県海部郡飛島村木場２丁目４３番地
愛知県海部郡飛島村木場２丁目６６番地１
愛知県海部郡飛島村木場二丁目４番地
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字杉ノ木４－５

0567-67-5775
0567-68-1166
0567-68-3133
0567-69-2415
0567-66-3710
0567-68-1141
0567-69-1085
0567-68-4711
0567-68-6886
0567-66-3550
0567-55-9102
0567-96-0711
0567-96-6063
0567-97-0777
0567-96-2626
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0567-96-2992
0567-94-0500
052-444-3009
0567-55-2330
0567-55-1577
0567-52-3335
0567-55-0706
0567-52-2761
0567-56-5012
0567-56-7201
0567-55-3222
0567-56-2031
0567-55-3550
0567-55-3313
0567-55-0322
0561-39-5454

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
額田郡

事業所名

トヨコンロジスティクス株式会社 本社営業所
東洋ロジテム株式会社 本社営業所
北設楽郡 協進運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 設楽センター
西春日井郡 中部エアカーゴサービス株式会社 豊山営業所
株式会社エスライン各務原 大口営業所
丹羽郡
日本ピープラス物流株式会社 本社営業所
理化トランスポート株式会社 大口営業所
鴻池運輸株式会社 大口営業所
有限会社光洋企業 本社営業所
株式会社睦運送 小牧
東海西濃運輸株式会社 知多支店
知多郡
興和運輸株式会社 東浦営業所
刈急運輸株式会社 物流基地
ヤマト運輸株式会社 東浦センター
秀和運輸株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 東浦営業所
有限会社愛知美浜急送 本社営業所
株式会社宮田運輸 半田営業所
丸半運輸株式会社 武豊営業所
ヤマト運輸株式会社 武豊センター
佐川急便株式会社 知多営業所

※「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
愛知県額田郡幸田町大字高力字為永１０
愛知県額田郡幸田町大字大草字馬場７１－７
愛知県北設楽郡設楽町川向字長沢６番地の１６
愛知県北設楽郡設楽町田口字下杉平１１－２
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水１４５－１
愛知県丹羽郡大口町御供所１－４６６
愛知県丹羽郡大口町伝右二丁目２９１番地１
愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６０
愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目６１８番地
愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下山１８６－１
愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷９８－２
愛知県知多郡阿久比町大字板山字東菱池１３１
愛知県知多郡東浦町大字緒川字鰻池２２－６
愛知県知多郡東浦町大字緒川字東栄町１３３－１
愛知県知多郡東浦町大字緒川字篭池１８番１
愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町１－８０
愛知県知多郡東浦町大字藤江字六反田１番地１
愛知県知多郡美浜町大字河和字亀ヶ坪１０１－４
愛知県知多郡武豊町字石川１０３－１
愛知県知多郡武豊町字嶋田７８－５
愛知県知多郡武豊町字東長宗８９番１１、８９番１２、
９１番、９２番４
愛知県知多郡武豊町大字冨貴字道廻間１６－６９
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電話番号
0564-62-2511
0564-83-8261
0536-65-0771
080-5421-1268
0568-39-0252
0587-94-2626
0587-95-5110
0587-95-4128
0565-52-8370
0587-91-1800
0587-92-3020
0569-47-1860
0562-88-8555
0562-82-2228
0562-83-5058
0562-83-0011
0562-82-2345
0569-82-1212
0569-73-8644
0569-72-6311
0569-74-1061
0569-72-9066

主な輸送品目（任意掲載）

