貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大津市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 大津南支店
ヤマト運輸株式会社 大津支店
清水運送株式会社 本社営業所
株式会社山正マーケティングサービス 本社営業所
株式会社ワイシー企画滋賀 本社
株式会社中村組 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大津東支店
ヤマト運輸株式会社 大津北支店

近江八幡市 ヤマト運輸株式会社 近江八幡支店
トナミ運輸株式会社 滋賀支店
株式会社草津物流 本社
草津市
滋賀近交運輸倉庫株式会社 草津営業所
株式会社塚腰運送 滋賀営業所
松田運送株式会社 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 草津東支店
増田運送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大津支店
株式会社引越社関西 びわ湖営業所
株式会社引越社関西 滋賀営業所
日本郵便輸送株式会社 大津営業所
ヤマト運輸株式会社 滋賀草津支店
新生物流有限会社 本社営業所
甲賀市
株式会社ＮＢＳロジソル 滋賀営業所
株式会社フジライン 滋賀支店営業所
株式会社フジラインエキスプレス 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 甲賀支店
株式会社滋賀物流サービス 本社
日本梱包運輸倉庫株式会社 滋賀センター営業所
株式会社大翔物流 湖南営業所
辻運輸有限会社 本社営業所
株式会社マルキュー物流 本社
株式会社滋賀運送甲賀 甲賀営業所

※「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

（滋賀県）

住所
滋賀県大津市稲津１丁目字諸濱１８５－６，１８４－７
滋賀県大津市下阪本町３－１９０４－１，１９０９
滋賀県大津市皇子が丘１－８－１
滋賀県大津市秋葉台２４番３７号
滋賀県大津市瀬田５丁目３１番７号
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１８
滋賀県大津市大萱７丁目惣?３２５５番地
滋賀県大津市本堅田３丁目字余所１４２０－１，１４２
１－１，１４２４－１，１４２５－８
滋賀県近江八幡市西庄町字大和田２００６－５ 他４筆
滋賀県近江八幡市東川町字丑田２２１
滋賀県草津市岡本町４６７－１３
滋賀県草津市上笠２丁目２３－３
滋賀県草津市上寺町字上柳２００－３
滋賀県草津市大路２丁目１３－２５
滋賀県草津市追分１丁目７番１１号
滋賀県草津市南笠東三丁目２２番９８号
滋賀県草津市南山田町字天野１００－１
滋賀県草津市平井２丁目１番８号
滋賀県草津市野村８丁目６番２４号
滋賀県草津市矢橋町１８３６－９，１８３７
滋賀県草津市矢橋町字間田１３２－１
滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２番地３６
滋賀県甲賀市水口町宇川字立原１３２６外
滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１
滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１
滋賀県甲賀市水口町泉字畑ケ田１０１８－１
滋賀県甲賀市水口町八田８８６番地８
滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６－５
滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６番１１
滋賀県甲賀市水口町北脇１４６６－１
滋賀県甲賀市土山町大野２６９２
滋賀県甲賀市土山町大野字澤４９４５－６
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電話番号
077-546-6008
077-579-5062
077-524-3805
077-523-0255
077-545-7194
077-544-2160
077-544-6160
077-572-4188
0748-32-0479
0748-37-2787
077-567-0601
077-568-2211
077-568-3532
077-562-0245
077-566-8491
077-563-3524
077-566-1881
077-500-7171
077-500-7171
077-567-4437
077-565-7582
0748-86-9001
0748-65-6377
0748-63-5030
0748-63-5030
0748-62-2723
0748-65-5533
0748-63-7381
0748-65-1112
0748-62-0836
0748-67-1191
0748-67-8388

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
湖南市

高島市

長浜市

東近江市

事業所名

住所

株式会社日本陸送 滋賀営業所
株式会社ＳＹＮＣＬＩＮＥＳ 本社営業所
株式会社松田商事 本社営業所
株式会社サンエー 本社営業所
日本通運株式会社 甲賀事業所
北川運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社サンロジスティックス 滋賀営業所
洛西貨物自動車株式会社 滋賀営業所
大和物流株式会社 滋賀支店

滋賀県甲賀市土山町北土山字田村野４９１－２
滋賀県湖南市夏見３６８番地３
滋賀県湖南市夏見字二ツ橋２１４６－１
滋賀県湖南市岩根字場広山２５７－１６４
滋賀県湖南市三雲１３６－１，１０２－２
滋賀県湖南市小砂町３
滋賀県湖南市小砂町４番地３
滋賀県湖南市中央３－１３
滋賀県湖南市朝国２６１－１
滋賀県高島市安曇川町五番領字蓮ヶ池１５１－１，１５
高島運輸株式会社 本社営業所
２，１５３－１
ヤマト運輸株式会社 高島支店
滋賀県高島市安曇川町川島字西町１１２３－１ 他２筆
滋賀県高島市新旭町安井川字風呂ノ本１２２６，１２２
セイノースーパーエクスプレス株式会社 高島営業所
６－１，３，５，７
有限会社イリエトレーディング 本社
滋賀県高島市新旭町大字安井川字堂の本１２６０－３
滋賀運輸株式会社 本社営業所
滋賀県長浜市加納町３９１
太陽運輸株式会社 本社営業所
滋賀県長浜市高月町森本１００
陸央物流サービス株式会社 本社営業所
滋賀県長浜市高月町森本１００
日本梱包運輸倉庫株式会社 滋賀営業所
滋賀県長浜市高月町大字柏原字南戸柱３７１－４
増田運送株式会社 高月営業所
滋賀県長浜市高月町柏原４０２－１
日本通運株式会社 長浜営業支店
滋賀県長浜市山階町字井栗町２５３－１他２筆
株式会社Ｋライン 長浜営業所
滋賀県長浜市山階町字北平田町６５番８
セイノースーパーエクスプレス株式会社 長浜航空営業所 滋賀県長浜市森町中久保４１０－１
びわ貨物運送株式会社 長浜営業所
滋賀県長浜市西上坂町字北瓜生９８６－５
ヤマト運輸株式会社 長浜支店
滋賀県長浜市八幡中山町字柳町２８７，２８８
奥儀運送株式会社 本社営業所
滋賀県東近江市岡田町８１－１
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 本社営業所
滋賀県東近江市沖野一丁目５番２３号
西日本ダイハツ運輸株式会社 滋賀営業所
滋賀県東近江市宮川町２３７－１
八日市物流倉庫株式会社 五個荘営業所
滋賀県東近江市五個荘小幡町字内林５２４－９
セントラルロジコ株式会社 五個荘配送センター
滋賀県東近江市五個荘簗瀬町字上川原４番地９
増田運送株式会社 能登川営業所
滋賀県東近江市今町１０３９
ヤマト運輸株式会社 東近江支店
滋賀県東近江市札の辻２丁目字札の辻１２２０－１
トナン輸送株式会社 滋賀営業所
滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１３３８番地
有限会社川商物流運輸 本社営業所
滋賀県東近江市勝堂町３９８
鴻池運輸株式会社 山崎営業所 近江事業所
滋賀県東近江市尻無町布引山１４７３－１
株式会社滋賀ユニック 本社営業所
滋賀県東近江市池田町１１０６，１１０７

※「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。

2／4 ページ

電話番号
0748-66-1171
0748-71-3480
0748-71-4800
0748-75-2551
0748-72-1107
0748-75-1520
0748-75-8265
0748-72-3100
0748-72-9891
0740-32-0270
0740-34-1224
0740-25-5311
0740-25-4563
0749-63-1866
0749-85-3411
0749-85-3411
0749-85-2131
0749-85-5141
0749-62-1610
0749-63-6750
0749-64-1008
0749-65-4350
0749-63-6175
0748-22-2296
0748-20-4505
0748-55-8222
0748-48-5110
0748-48-5066
0748-42-5373
0748-23-2822
0749-46-8150
0749-45-1311
0748-23-3580
0749-23-7071

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

野洲市

彦根市

滋賀近交運輸倉庫株式会社 湖東営業所
有限会社木戸口運輸 本社営業所
有限会社篠原商事 本社営業所
株式会社ウッズワーク 野洲営業所
日通滋賀運輸株式会社 本社滋賀
鴻池運輸株式会社 滋賀流通センター営業所
エースカーゴ株式会社 野洲営業所
株式会社ユニバーサルロジ 本社
日本デリバリーサービス株式会社 本社営業所
株式会社イーテック物流 滋賀営業所
株式会社中通 本社営業所
ケーエルサービス西日本株式会社 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 彦根北支店
株式会社三幸流通 本社営業所
株式会社古川運輸 本社
福山通運株式会社 彦根営業所

米原市
守山市

西濃エキスプレス株式会社 彦根営業所
株式会社三立運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 守山営業所
岡田運輸株式会社 守山営業所
株式会社カロカ急配 本社営業所
株式会社和泉冷凍運輸 本社営業所
久留米運送株式会社 滋賀店
大門運輸株式会社 本社

栗東市

センコー株式会社 京滋車輛センター
ヤマト運輸株式会社 守山支店
ヤマト運輸株式会社 滋賀主管支店
アートコーポレーション株式会社 滋賀営業所
キムラワークサービス株式会社 本社
株式会社ケイシン 滋賀営業所
滋賀協同物流株式会社 栗東営業所
淺野運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 栗東支店

※「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。

住所
滋賀県東近江市中岸本町字高塚１８６番地１
滋賀県東近江市妹町５８９－１７
滋賀県野洲市高木２３０番地の５２
滋賀県野洲市三上２９０番地４
滋賀県野洲市上屋字北川１４４－５
滋賀県野洲市大篠原１５９１－４
滋賀県野洲市妙光寺１４９－２
滋賀県野洲市野洲１５１９－１、１５２０－１
滋賀県野洲市野洲１５１９－１．１５２０－１
滋賀県彦根市高宮町７５５－１
滋賀県彦根市高宮町字太田２７９６
滋賀県彦根市高宮町塚本焼屋１０－５
滋賀県彦根市西沼波町字澤１３９－１、１４０－２、１
４１－１
滋賀県彦根市川瀬馬場町２４９番地１
滋賀県彦根市大堀町字五反地４３７－３
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３、５３１－３、字返
るル本５１３
滋賀県彦根市東沼波町１５７番地
滋賀県米原市柏原６５－１
滋賀県守山市古高町字エカ塚７６６番地
滋賀県守山市古高町字ゴケワ７８０－１０
滋賀県守山市大門町３０８－１
滋賀県守山市大門町３０８－１三榮ビルⅢ３Ｆ－２
滋賀県守山市大門町字盆瀬坊３１６－１
滋賀県守山市大門町字門ヶ崎２６５・２６６・３０６－
１・３０７－１
滋賀県守山市大門町梅ヶ町３５６－１
滋賀県守山市立田町字竹ケ花４１２５
滋賀県栗東市伊勢落７２０
滋賀県栗東市伊勢落字野神７２９－５
滋賀県栗東市下鈎１５１６
滋賀県栗東市下鈎２２３
滋賀県栗東市高野２０６－１
滋賀県栗東市高野５８８
滋賀県栗東市高野字岩畑７４８－１．７４９
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電話番号
0749-45-8100
0749-46-1143
077-588-3540
077-586-6163
077-587-4335
077-587-3300
077-598-0306
077-587-0554
077-587-0554
0749-49-3353
0749-22-1900
0749-27-0366
0749-21-3173
0749-28-7788
0749-22-1101
0749-26-3281
0749-23-3087
0749-57-1156
077-583-8518
077-582-4175
077-582-7575
077-581-8411
077-583-3221
077-582-0051
077-514-3260
077-585-6422
077-553-3278
077-549-0123
077-553-5884
077-551-5005
077-552-0338
077-552-4511
077-553-3193

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

愛知郡

犬上郡
蒲生郡

事業所名
有限会社福永レッカーサービス 滋賀営業所
アジアマシナリーソリューションズ株式会社 滋賀営業所
株式会社吉秀トラフィック 滋賀営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 栗東西営業所
湖南運輸株式会社 本社営業所
桜花運輸株式会社 本社営業所
中倉陸運株式会社 栗東営業所
石下運輸株式会社 滋賀支店営業所
名阪急配株式会社 栗東定温センター
株式会社吉田 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛知川支店
山本運輸株式会社 本社営業所
池田興業株式会社 滋賀支店
有限会社前川運送 本社営業所
佐川急便株式会社 彦根営業所
河島運輸株式会社 関西営業所
株式会社橋本運輸倉庫 本社営業所
中倉陸運株式会社 滋賀営業所
大阪進和運輸株式会社 竜王営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 竜王営業所

※「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
滋賀県栗東市手原５丁目５－１３
滋賀県栗東市出庭５２０－１０
滋賀県栗東市小野１００５－４ 赤坂ハイツ２－３号室
滋賀県栗東市小野５４２－１
滋賀県栗東市上鈎４８－１
滋賀県栗東市大橋５－１０－３０
滋賀県栗東市辻字鳥居本５０６他７筆
滋賀県栗東市林２９９－１
滋賀県栗東市六地蔵１１６３
滋賀県栗東市綣五丁目２－２１
滋賀県愛知郡愛荘町市字大久保１６３８
滋賀県愛知郡愛荘町長野字中川原３５５
滋賀県愛知郡愛荘町島川字木ノ前１８２－２
滋賀県愛知郡愛荘町目加田２３６０
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字五反地４６３－１
滋賀県蒲生郡日野町河原二丁目１１番地
滋賀県蒲生郡日野町松尾３３４番地
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山４８０番地１
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５１４４番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字ノ川原１０５４－３
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電話番号
077-554-3838
077-554-9102
077-554-8892
077-553-3311
077-553-2232
077-554-0848
077-553-9766
077-552-3580
077-551-5750
077-514-7181
0749-42-7477
0749-42-5591
0749-42-6411
0749-37-2889
0749-23-7661
0748-52-5374
0748-53-2022
0748-53-1004
0748-57-8255
0748-58-2181

主な輸送品目（任意掲載）

