貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
京都市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 京都嵯峨野センター
株式会社トランスポートラン 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 京都北営業所
日本通運株式会社 京都自動車事業所
洛西貨物自動車株式会社 京都営業所
中倉陸運株式会社 梅小路営業所
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 京都
洛北運輸株式会社 本社営業所
有限会社ピアノオルガンサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山科支店
ぎおん菊水運送株式会社 本社営業所
株式会社Ｓ．Ｔ．Ｐ．サービス 本社営業所
有限会社関厚運輸 本社営業所
株式会社マルイ美術 本社営業所
たちばな運輸株式会社 本社営業所
有限会社アールライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都壬生支店
ヤマト運輸株式会社 中京支店
株式会社朝日組 本社営業所
久留米運送株式会社 京都店
株式会社引越社関西 京都西
山下運送株式会社 南営業所
京都桜花運輸株式会社 本社営業所
嶋本運輸株式会社 本社営業所
有限会社シティ・エキスプレス 久世営業所
間口陸運株式会社 城南営業所
株式会社エスラインギフ 京都営業所
福田建設工業株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 京都営業所
山陽自動車運送株式会社 京都営業所
株式会社八幡運輸 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。

安全性優良事業所

（京都府）

住所
京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３２番地の１
京都府京都市右京区西京極郡町１９
京都府京都市右京区西京極豆田町９－１
京都府京都市右京区西京極南庄境町１
京都府京都市右京区太秦巽町１ 三菱自動車工業株式会
社パワートレイン製作所京都工場内
京都府京都市下京区朱雀内畑町４１
京都府京都市下京区梅小路頭町１０
京都府京都市左京区静市市原町７１４－２
京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町６９番地
京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町６５
京都府京都市山科区西野山階町１３－１，１３－３，１
２－１２
京都府京都市山科区西野山階町３０番地
京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町７６
京都府京都市山科区椥辻平田町１３７番地
京都府京都市西京区桂上野今井町１０４番地
京都府京都市西京区大原野上里北ノ町１３２８番地４１
京都府京都市中京区西ノ京塚本町１４，１４－４，１４
－５
京都府京都市中京区堀川通三条下る橋浦町２２３番地
京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町５番地２
京都府京都市南区吉祥院観音堂南町７－１
京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地
京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町１９－２
京都府京都市南区吉祥院大河原町３０
京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町３－１
京都府京都市南区久世上久世町２２－１
京都府京都市南区久世築山町２１２番地１
京都府京都市南区久世殿城町２４０
京都府京都市南区久世東土川町３５７－１
京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地
京都府京都市南区上鳥羽金仏４３
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町４７
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電話番号
080-6604-6179
075-881-8739
075-325-0123
075-315-2351
075-873-1987
075-314-1859
075-314-2311
075-721-2350
075-593-0539
080-5044-6879
075-581-3101
075-593-8559
075-501-1616
075-592-3670
075-392-7500
075-333-7747
080-5043-8231
080-5045-2914
075-541-6155
075-681-0781
075-693-4880
075-671-8686
075-315-7717
075-682-1988
075-932-8240
0774-95-9010
075-932-4601
075-932-7441
075-662-5492
075-681-2227
075-662-7520

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本郵便輸送株式会社 京都営業所
水岩運送株式会社 京都営業所
株式会社トランスポートマップ 京都営業所
株式会社ウイングエキスプレス 京都営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 京都営業所
株式会社アースカーゴ 本社営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 京都営業所
株式会社ジーエス物流 本社営業所
株式会社シンクラン 京都営業所
株式会社ベストランス 京都営業所
谷川運輸倉庫株式会社 営業本部京都事業部
株式会社伸幸運輸 本社営業所
石下運輸株式会社 本社営業所
ユタカ運送株式会社 上鳥羽営業所
毘双運輸株式会社 本社営業所
株式会社五嶋水急 本社営業所
トナミ運輸株式会社 京都支店
株式会社永代運輸倉庫 本社営業所
田中運送株式会社 本社営業所
三基運送有限会社 本社営業所
冨士倉庫運輸株式会社 本社営業所
有限会社中村運送 本社営業所
京都通運株式会社 伏見支店
ヤマト運輸株式会社 伏見南支店
ヤマトマルチチャーター株式会社 京都支店
株式会社ＭＯＶＩＮＧ 本社営業所
株式会社ＰＲＩＤＥ 本社営業所
株式会社五健堂 本社営業所
株式会社トラスト 本社営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 京都支店
株式会社シード 京都事業所
株式会社コダ運輸 京都営業所
株式会社カカオコーポレーション 本社営業所
株式会社長田運送 本社営業所

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

住所
京都府京都市南区上鳥羽尻切町７番３号
京都府京都市南区上鳥羽菅田町３４
京都府京都市南区上鳥羽西浦町５０番地
京都府京都市南区上鳥羽町田５８番
京都府京都市南区上鳥羽町田６２番地
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６６－１
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６８
京都府京都市南区上鳥羽奈須野町６番地、１８番地、５
番地（仮換地街区番号第９０ブロック奈須－６Ｂ）
京都府京都市南区上鳥羽南唐戸町９４
京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町１４－２
京都府京都市南区上鳥羽馬廻１５－１
京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ２３
京都府京都市南区上鳥羽苗代町７
京都府京都市南区上鳥羽堀子町９３番地
京都府京都市伏見区横大路一本木１１番
京都府京都市伏見区横大路一本木１８－２
京都府京都市伏見区横大路一本木２２番地
京都府京都市伏見区横大路一本木４７，４８
京都府京都市伏見区横大路一本木５０
京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内６２－１
京都府京都市伏見区横大路柿之本町１３－１
京都府京都市伏見区横大路貴船８番地
京都府京都市伏見区横大路橋本３５
京都府京都市伏見区横大路芝生１０－１
京都府京都市伏見区横大路芝生１０－１
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路天王前５４
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町１６４
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町２０３
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町２２０
京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町４１
京都府京都市伏見区下鳥羽南六反長町１
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電話番号
075-691-7522
075-671-4104
075-661-7512
075-621-1972
075-681-7285
075-661-1000
075-672-8006
075-661-5463
075-691-0141
075-692-3870
075-681-0761
075-682-0900
075-681-6714
075-662-0169
075-748-7810
075-603-6263
075-602-1073
075-603-1008
075-603-2288
075-642-1405
075-601-9298
075-622-2333
075-623-1221
080-5043-8281
075-602-9101
075-602-3232
075-612-5353
075-612-6688
075-634-3701
075-602-7651
072-869-3157
075-605-4960
075-602-8100
075-622-0329

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社福田建材 本社営業所
紀北商運有限会社 本社営業所
山代運送株式会社 本社営業所

綾部市
宇治市

亀岡市

木津川市
城陽市
京田辺市

三栄運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見醍醐センター
ヤマト運輸株式会社 伏見竹田センター
アートコーポレーション株式会社 京都支店
株式会社平山商事 本社営業所
有限会社ソーサ 本社営業所
株式会社山本運送 伏見営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見桃山センター
有限会社サン急配 本社営業所
安田産業株式会社 淀配車センター
エムズ株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都北支店
ヤマト運輸株式会社 京都平野支店
株式会社京綾貨物輸送 本社営業所
有限会社新井商事 本社営業所
鳥居運送株式会社 宇治支店
ヤマト運輸株式会社 宇治支店
株式会社三国 関西営業所
株式会社引越社関西 宇治営業所
株式会社粂田建設 本社営業所
株式会社協伸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治槙島センター
三宅運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 亀岡営業所
西濃運輸株式会社 亀岡営業所
有限会社和束企画 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山城支店
関西急送株式会社 京都物流センター営業所
鴻池運輸株式会社 京都城陽配送センター営業所
南條運輸有限会社 本社営業所
日弘陸送株式会社 京都営業所

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

住所
京都府京都市伏見区久我石原町３番２９
京都府京都市伏見区向島上五反田４５－１
京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町２３ ファミール伏
見Ａ棟９０８号室
京都府京都市伏見区醍醐柿原１－１
京都府京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町２１番地１
京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町７８番地
京都府京都市伏見区中島外山町１２２
京都府京都市伏見区中島堀端町１０８番地
京都府京都市伏見区中島堀端町１０８番地
京都府京都市伏見区中島堀端町８９
京都府京都市伏見区桃山町和泉２７
京都府京都市伏見区毛利町９６
京都府京都市伏見区淀際目町２７１番地
京都府京都市伏見区淀生津町５７６番地
京都府京都市北区衣笠北荒見町４
京都府京都市北区平野宮北町３６番地
京都府綾部市上杉町井の迫１－３
京都府宇治市伊勢田町ウトロ４５－１２
京都府宇治市宇治戸ノ内５番地
京都府宇治市五ケ庄福角６９
京都府宇治市槙島町中川原１２５番地（大倉産業㈱内）
京都府宇治市槙島町二十四４７番地１
京都府宇治市木幡南山９９番地の３６
京都府宇治市槇島町中川原１２５番地
京都府宇治市槇島町中川原１７６
京都府亀岡市篠町篠下長尾４２－１
京都府亀岡市篠町篠下長尾４９番地
京都府亀岡市曽我部町穴太奥田１７番地
京都府木津川市山城町上狛東下１６番地２
京都府木津川市山城町椿井北代８６－１、８７－３
京都府城陽市中芦原２３－１８
京都府城陽市富野池ノ内１番２
京都府京田辺市三山木善入山５－１ グレイス壱番館
５１４号
京都府京田辺市草内能戸１２番２
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電話番号
075-931-1002
0774-44-0716
075-972-1578
075-571-4189
080-5068-3326
080-5068-2908
075-623-0123
075-604-2229
075-604-6615
075-621-2540
080-5068-2473
075-605-7899
075-633-5313
075-632-6880
080-5044-6920
080-6604-6178
0773-44-0091
0774-48-2263
0774-22-3055
080-5044-6797
0774-28-5400
0774-20-2626
0774-32-4197
0774-21-6765
080-5045-9521
0771-25-0331
0771-25-7510
0771-25-2131
0774-86-5247
080-5044-6942
0774-56-2111
0774-52-5151
0774-68-0085
0774-62-5595

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

京丹後市

長岡京市
八幡市

向日市
福知山市

南丹市
宮津市
舞鶴市

乙訓郡

事業所名
株式会社カド 京阪奈営業所
堺商運株式会社 本社営業所
株式会社マルコーエキスプレス 本社営業所
関西急送株式会社 峰山営業所
関西郵便逓送株式会社 峰山営業所
株式会社吉岡商店 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 京都営業所
都運輸倉庫株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 コーナン京都センター
大日倉庫株式会社 京都共同配送センター
株式会社山上運輸 本社営業所
高田運輸株式会社 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 京阪事業所
株式会社トーショー 京都営業所
株式会社日東陸運 京都営業所
株式会社京宣社 本社
株式会社平成流通 本社営業所
株式会社イシダカーゴ 京都営業所
株式会社潤生輸送 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 福知山営業所
株式会社ファーストシステム 本社営業所
株式会社ファーストライン 本社営業所
佐川急便株式会社 福知山営業所
間口ランドサービス株式会社 福知山営業所
明興運輸株式会社 京都営業所
丸市運輸株式会社 八木営業所
河嶋運送株式会社 本社営業所
株式会社ユニカーゴ 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 舞鶴営業所
日通舞鶴運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 日本板硝子事業所
佐川急便株式会社 舞鶴営業所
株式会社舞京通商 本社営業所
西日本日立物流サービス株式会社 大山崎ＡＥ営業所
京滋山実物流株式会社 本社営業所

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

住所
京都府京田辺市大住責谷７４－１０２
京都府京田辺市大住池ノ端７１－６
京都府京田辺市大住中嶋１７番５
京都府京丹後市峰山町荒山字中川２８８，２８９
京都府京丹後市峰山町字新町１１８
京都府京丹後市弥栄町木橋８４５番地
京都府長岡京市勝竜寺八反田１
京都府八幡市下奈良一丁地２２－１
京都府八幡市下奈良小宮１７番１他
京都府八幡市下奈良小宮３８番地の１
京都府八幡市下奈良南頭１７番地
京都府八幡市岩田六ノ坪５６番地７
京都府八幡市上津屋中堤１１７
京都府八幡市上津屋中堤１２５
京都府八幡市上津屋中堤１３８番地
京都府八幡市上津屋林６１
京都府八幡市上奈良宮ノ東２－８
京都府八幡市上奈良城垣内４１番３号
京都府向日市上植野町菱田４
京都府福知山市荒河１２－５９
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７－０－１
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７番－０－１
京都府福知山市字荒河小字狭間４番２号
京都府福知山市字多保市小字手次１０６
京都府南丹市八木町室河原下塚町１－１
京都府南丹市八木町美里柴野１番地
京都府宮津市字須津１６０８番地
京都府舞鶴市字下福井９１６番地４
京都府舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３
京都府舞鶴市字大波上１０４０－３
京都府舞鶴市大字大波下小字町田１４１
京都府舞鶴市福来小字大久保４６０－３
京都府舞鶴市北吸小字糸１００６－６
京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８
京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８番地
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電話番号
0774-65-3004
0774-64-6007
0774-63-2220
0772-62-0214
0772-62-6034
0772-65-2645
075-952-0952
075-982-0131
075-972-3781
075-982-3114
075-972-1188
075-981-0220
075-971-7286
075-971-0500
075-963-5851
075-983-2018
075-972-0991
075-874-5411
075-921-1907
0773-22-0123
0773-59-2666
0773-59-2212
0773-23-8470
0773-20-2050
0771-42-5421
0771-42-5699
0772-46-4121
0773-76-2570
0773-76-3226
0773-64-6753
0773-62-1072
0773-75-2841
0773-62-0720
075-959-0133
072-625-0868

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
久世郡

事業所名
共立産業株式会社 京都営業所
株式会社クィーントランスポート 本社営業所
西日本ジェット・ライン株式会社 西日本ジェット・ライ
ン 京都営業所
丸市運輸株式会社 久御山営業所
京恵運送株式会社 本店営業所
フジモト運輸株式会社 京都営業所
はやと株式会社 本社営業所
株式会社貸切運送フジカワ 本社営業所
有限会社桜急送 本社営業所
中倉陸運株式会社 京都南営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 久御山営業所
グリーン物流サービス株式会社 京都営業所
株式会社ナイス物流 本社営業所
有限会社井森運送 本社営業所

相楽郡

綴喜郡

株式会社東和 本社営業所
木津運送株式会社 精華営業所
木津運送株式会社 学研都市
間口陸運株式会社 山城営業所
佐川急便株式会社 京都精華営業所
有限会社和田商店 京都営業所
ロジスティックスセイワ株式会社 本社営業所
株式会社山城運送 本社営業所
株式会社岸貝物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治田原センター

※「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

京都府久世郡久御山町栄２丁目１番２０４
京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城２６－１

0774-44-5115
0774-44-8475

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１０－１

0774-26-6018

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口８－１
京都府久世郡久御山町市田新珠城１８６
京都府久世郡久御山町市田新珠城７５番地の１
京都府久世郡久御山町市田北浦２－１
京都府久世郡久御山町森川端９４番地１
京都府久世郡久御山町森中内１１１－１
京都府久世郡久御山町森南大内１２０
京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地２６５－１
京都府久世郡久御山町大字西一口小字新道裏７６－２
京都府久世郡久御山町大字田井小字新荒見２６番地１
京都府久世郡久御山町大字野村小字村東１５０－１，１
５１－１
京都府相楽郡山城町大字上狛小字東下１９－７
京都府相楽郡精華町祝園西１丁目２４－１
京都府相楽郡精華町大字東畑小字南山中２６－１
京都府相楽郡精華町北稲八間稲葉１８－１
京都府相楽郡精華町北稲八間字角田１－１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪３番１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字扇畑２８番地３
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水２２，１８－１
京都府綴喜郡宇治田原町岩山小字釜井谷１０－１２
京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸２３－１

0774-44-2923
0774-46-4991
0774-41-3156
0774-20-3666
075-633-5551
075-632-5330
075-631-8201
0774-48-2685
075-631-8011
0774-43-7116
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075-631-8528
0774-86-2711
0774-86-0880
0774-93-1222
0774-95-9010
0774-95-9595
0774-82-5599
0774-82-6006
0774-82-2026
0774-88-6234
080-6698-7183

主な輸送品目（任意掲載）

