貨物自動車運送事業安全性評価事業 安全性優良事業所 （北海道）
地区名 市区郡名
札幌

札幌市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 札幌厚別支店
株式会社スリーエス物流 札幌営業所
日本郵便株式会社 厚別郵便局
ヤマト運輸株式会社 札幌主管支店
タイヨウ株式会社 重機車輌部
三陽興発株式会社 本社
株式会社ＭＤロジス東日本サービス 札幌営業所
株式会社ベストユニティ 本社営業所
有限会社ひまわり 曙営業所
株式会社関藤運輸 本社営業所
株式会社ドリーム観光バス 手稲営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌手稲支店
北海道急行運輸株式会社 本社
諸星運輸株式会社 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌新発寒支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 札幌西支店
幸楽輸送株式会社 札幌輸送課
ヤマト運輸株式会社 札幌清田支店
株式会社新聞協同運輸 札幌営業所
北海道共販運輸株式会社 本社営業所
サッポロコーシュン株式会社 本社営業所
光駿輸送株式会社 本社営業所
エムズメッセ株式会社 本社営業所
有限会社ＣＡＲＨＡＵＬＥＲＳ 本社営業所
丸幸ムサシ工業株式会社 本社営業所
星野運輸株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 札幌支店
北海サンユー株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 札幌西営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌宮の沢支店
日本郵便株式会社 札幌西郵便局
アヅマ石油荷役サービス株式会社 札幌営業所
株式会社サカイ引越センター 札幌支社
株式会社エス・ケー・ライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌西支店

※「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
北海道札幌市厚別区厚別西１条５丁目４－１
北海道札幌市厚別区厚別中央１条１－９８９－４５１
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目１－１
北海道札幌市厚別区厚別中央３条１丁目２－３０
北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番４１号
北海道札幌市厚別区厚別中央５条１－４－３１
北海道札幌市厚別区大谷地東２丁目１－１８
北海道札幌市手稲区曙１１条２丁目３－２０
北海道札幌市手稲区曙１１条２丁目３番２０号
北海道札幌市手稲区曙２条４丁目３－１５
北海道札幌市手稲区曙２条４丁目４番６５号
北海道札幌市手稲区曙４条１丁目７－７
北海道札幌市手稲区曙５条５－３－２
北海道札幌市手稲区新発寒５条１丁目５－３０
北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目４番４０号
北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目５－７
北海道札幌市清田区清田１条１－１－３３
北海道札幌市清田区美しが丘１条２丁目１－３０
北海道札幌市清田区美しが丘３条９丁目４５８－９
北海道札幌市清田区美しが丘４条７丁目１番３３号
北海道札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１４号
北海道札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１４号
北海道札幌市清田区平岡３条３丁目３０番７号
北海道札幌市清田区平岡３条３丁目３０番７号
北海道札幌市清田区平岡４条３丁目４５－１２７の内
北海道札幌市清田区北野２条１－５－１０
北海道札幌市清田区北野３条５丁目２８－４０
北海道札幌市清田区里塚２条４丁目２－２７
北海道札幌市西区宮の沢１条２丁目１０－３
北海道札幌市西区宮の沢１条４丁目４番４０号
北海道札幌市西区山の手５条１丁目３－１
北海道札幌市西区西野２条７丁目１－６
北海道札幌市西区西野２条９丁目５－２３
北海道札幌市西区二十四軒１条１丁目１番４１号
北海道札幌市西区八軒１条東４丁目１番６５号
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電話番号
011-330-3333
011-892-1108
011-891-1815
011-330-3333
011-871-6901
011-891-1128
011-892-0845
011-695-7200
011-699-5545
011-699-1400
011-683-7700
011-330-3333
011-694-6311
011-662-1333
011-330-3333
011-669-5533
011-881-1687
011-330-3333
011-888-9777
011-883-1480
011-886-3960
011-887-3822
011-884-0862
011-884-0862
011-882-2265
011-882-1821
011-881-5361
011-881-5121
011-668-0123
011-330-3333
011-614-0361
011-662-4482
011-676-1141
011-611-0591
011-330-3333

H29.2.10
主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 桑園支店
札幌新聞輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八軒センター
三愛ロジスティクス株式会社 札幌営業所
佐川急便株式会社 札幌北営業所
日立物流ダイレックス株式会社 札幌西営業所
豊平運輸機工株式会社 本社営業所
日の出運輸株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 札幌営業所
さくら運輸株式会社 本社営業所

北海道札幌市西区八軒１条東４丁目１番６９号
北海道札幌市西区八軒６条西１０－３－２０
北海道札幌市西区八軒６条西１０丁目４４９番８号
北海道札幌市西区八軒一条東４丁目１－１２
北海道札幌市西区八軒十条西１０丁目１番２０号
北海道札幌市西区発寒１０条１２丁目２番２０号
北海道札幌市西区発寒１０条１３丁目１番１号
北海道札幌市西区発寒１０条６－４－２５
北海道札幌市西区発寒１２条１４－１０７６－６
北海道札幌市西区発寒１３条１３丁目２番４０号

011-330-3333
011-621-4163
011-330-3333
011-633-1877
011-621-8111
011-666-9907
011-661-3380
011-664-2606
011-662-8728
011-661-9477

株式会社ヤマカ山加運輸 発寒営業所

北海道札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７８番地１４

011-330-1000

株式会社ヤマカ山加運輸

西営業所

札幌定温運輸株式会社 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 発寒営業所
北海道西濃運輸株式会社 札幌西支店
株式会社八洲陸運 札幌営業所
株式会社エスラインギフ 札幌営業所
株式会社札幌輸送サービス 本社営業所
有限会社サツユー 本社営業所
株式会社田畑商会 本社営業所
株式会社ニルス 札幌営業所
札樽自動車運輸株式会社 札幌西支店
ヤマト運輸株式会社 札幌琴似支店
北海道フーズ輸送株式会社 本社営業所
株式会社北海道家具輸送 本社
有限会社北海道家具運輸 本社営業所
札幌共配物流株式会社 本社営業所
株式会社北海道デイリーサービス 本社営業所
街ガス物流株式会社 発寒営業所
札幌パブリック警備保障株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 山鼻郵便局
ヤマト運輸株式会社 札幌中央南支店
北海道電電輸送株式会社 本社営業所
日通札幌流通サービス株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 札幌西支店
ヤマト運輸株式会社 札幌中央西支店

※「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。

北海道札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７９－１４、
１０８０－１６
北海道札幌市西区発寒１４条１４－１－１７
北海道札幌市西区発寒１５条１３丁目２番３０号
北海道札幌市西区発寒１５条１４丁目４－１
北海道札幌市西区発寒１５条１４丁目４－４８
北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目４－１
北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目６－３０
北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目６番３０号
北海道札幌市西区発寒１６条１４丁目３番５号
北海道札幌市西区発寒１６条４丁目７－８
北海道札幌市西区発寒１７条１３丁目９３７－１
北海道札幌市西区発寒６条４丁目６－７
北海道札幌市西区発寒８条１１丁目２番４３号
北海道札幌市西区発寒８条９丁目３－３
北海道札幌市西区発寒８条９丁目３番３号
北海道札幌市西区発寒十三条１４丁目１０７８－１
北海道札幌市西区発寒十四条１１丁目１０２番５０６
北海道札幌市西区発寒十四条１４丁目１番６０号
北海道札幌市中央区大通西１１－４
北海道札幌市中央区南１６条西１５丁目２－１
北海道札幌市中央区南２１条西６丁目１－２５
北海道札幌市中央区南２２条西６丁目２番１号
北海道札幌市中央区北１０条西１６丁目１－２
北海道札幌市中央区北１０条西１６丁目１番地２
北海道札幌市中央区北１０条西１９丁目３６－１９０
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011-665-3001
011-664-1552
011-662-5587
011-664-3141
011-668-8760
011-665-2980
011-663-0770
011-663-1255
011-669-4860
011-688-8264
011-664-1311
011-330-3333
011-662-9571
011-665-1251
011-665-1251
011-661-8511
011-664-2154
011-398-7658
011-281-3521
011-551-6162
011-330-3333
011-521-2424
011-631-1173
011-631-1141
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社

札幌中央市場支店

日の出運輸株式会社 札幌営業所
日通札幌市場荷扱サービス株式会社 市場営業所
ヤマト運輸株式会社 中央東支店
日本通運株式会社 北海道警送支店札幌警送事業所
札樽自動車運輸株式会社 札幌中央支店
ヤマト運輸株式会社 大通西支店
株式会社ルート 札幌営業所
株式会社誠和運輸 本社
株式会社サントー 札幌営業所
日立物流ダイレックス株式会社 札幌東営業所
山登運輸株式会社 本社営業所
富良野通運株式会社 札幌営業所
佐川急便株式会社 札幌東営業所
有限会社細井運輸 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 雁来センター
日本郵便輸送株式会社 札幌
全日本ライン株式会社 札幌支店
株式会社たまき運輸 本社営業所
日通札幌流通サービス株式会社 東営業所
福山エクスプレス株式会社 札幌営業所
株式会社明販流通 本社営業所
札幌センコー運輸株式会社 札幌車輌センター
大同産業株式会社 苗穂営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 札幌営業所
胆西運輸株式会社 苗穂営業所
株式会社増田牛乳運送社 本社
ヤマト運輸株式会社 札幌元町支店
ＳＧムービング株式会社 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌環状通東支店
株式会社マルカワ新港運輸倉庫 本社営業所
株式会社大真運輸 本社営業所
株式会社多摩流通 札幌営業所
有限会社ラベンダーオイル 本社営業所
株式会社ブラザー輸送 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 札幌支店

※「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
北海道札幌市中央区北１１条西２１丁目２－２９
北海道札幌市中央区北１２条西２０丁目１番１０号 ２
Ｃ号室
北海道札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１号
北海道札幌市中央区北１条東８丁目１１９番地１
北海道札幌市中央区北２条東１１丁目２３番地２１
北海道札幌市中央区北２条東１６丁目２－１
北海道札幌市中央区北７条西２１丁目２番１号
北海道札幌市東区中沼西１条１丁目７番１号
北海道札幌市東区中沼西１条１丁目８番１０号
北海道札幌市東区中沼西４条１丁目３番５号
北海道札幌市東区中沼町５－３
北海道札幌市東区東雁来４条１－１－２３
北海道札幌市東区東雁来４条１丁目７６番１９－２０
北海道札幌市東区東雁来５条１－４－１
北海道札幌市東区東雁来５条１丁目２－６８
北海道札幌市東区東雁来７条２丁目２番１２号
北海道札幌市東区東雁来７条２丁目２番３６号
北海道札幌市東区東雁来９条３丁目２番２０号
北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目１４－２３
北海道札幌市東区東苗穂３条３丁目１番１０号
北海道札幌市東区東苗穂四条三丁目２番１８号
北海道札幌市東区苗穂町１４丁目２番１号
北海道札幌市東区苗穂町１５丁目１－１
北海道札幌市東区苗穂町１丁目２番１０号
北海道札幌市東区苗穂町６丁目１－２
北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番地２号
北海道札幌市東区伏古２条４丁目１０－２６
北海道札幌市東区伏古６条３丁目４番１７号
北海道札幌市東区伏古八条一丁目２番１０号
北海道札幌市東区北１０条東１７丁目１
北海道札幌市東区北１２条東１７丁目１－２３
北海道札幌市東区北１９条東１丁目４番１４号
北海道札幌市東区北２０条東２０丁目１－２
北海道札幌市東区北２４条東２１丁目６番１１号
北海道札幌市東区北２８条東９－４０４－１１６
北海道札幌市東区北３０条東１６丁目１－２
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電話番号
011-330-3333
011-641-2743
011-641-7411
011-330-3333
011-200-0171
011-233-5511
011-330-3333
011-776-6696
011-792-2886
011-374-1540
011-790-2011
011-781-4111
011-790-8120
011-785-3333
011-783-4095
011-330-3333
011-781-1250
011-791-5511
011-790-5888
011-631-1173
011-782-2611
011-748-7377
011-731-3112
011-741-6660
011-702-1161
011-741-3257
011-781-2996
011-330-3333
011-783-5555
011-330-3333
011-752-4188
011-753-1161
011-787-4908
011-787-9111
011-741-3171
011-786-8488

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
アートコーポレーション株式会社 札幌東支店
ヤマト運輸株式会社 札幌東支店
株式会社北海道丸和ロジスティクス 札幌営業所
北海道郵便逓送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 札幌中央郵便局
ヤマト運輸株式会社 光星センター
武田運輸株式会社 本社営業所
武田運輸株式会社 北営業所
丸豊陸運株式会社 本社
株式会社北洋運輸 本社営業所
丸富常盤建設運輸株式会社 本社
大和建設運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 札幌南支店
ヤマト運輸株式会社 藤野センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 札幌中央航空営
業所
ヤマト運輸株式会社 菊水支店
アクロストランスポート株式会社 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 東札幌支店
麻生運送株式会社 本社営業所
丸真運輸有限会社 本社営業所
名藤株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送北海道支社
アポロ運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート札幌 札幌営業所
街ガス物流株式会社 本社営業所
北海道西濃運輸株式会社 札幌支店
北海道名鉄運輸株式会社 札幌支店
株式会社富田通商 札幌支店
株式会社ワールドサプライ 札幌営業所
北海澁澤物流株式会社 本社営業所
株式会社アスビック 本社営業所
札幌三信運輸株式会社 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 札幌営業所
株式会社公益社 南郷齋場
共通運送株式会社 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 札幌南支店

※「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。

住所

電話番号

北海道札幌市東区北３４条東２７丁目６－１０
北海道札幌市東区北３７条東２５丁目１番１７号
北海道札幌市東区北３７条東２８丁目５番１号
北海道札幌市東区北３９条東１－２－１
北海道札幌市東区北６条東１丁目２－１
北海道札幌市東区北８条東２丁目１－２５
北海道札幌市東区北丘珠２条４－２－７
北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目２番７号
北海道札幌市東区北三十条東十二丁目三番十一号
北海道札幌市東区本町１条１１丁目１－１０
北海道札幌市南区常盤５条２－１０３
北海道札幌市南区真駒内本町１－１－１
北海道札幌市南区石山東１丁目３－１
北海道札幌市南区藤野２条６丁目１２５－４

011-785-0123
011-330-3333
011-780-7890
011-711-4482
011-748-2313
011-330-3333
011-782-5861
011-786-1446
011-731-6757
011-782-9608
011-591-7735
011-811-1255
011-330-3333
011-330-3333

北海道札幌市白石区菊水９条２丁目２番３３号

011-818-3580

北海道札幌市白石区菊水９条２丁目２番５号
北海道札幌市白石区菊水元町１条２丁目３番１５号
北海道札幌市白石区菊水元町２条２丁目１－１
北海道札幌市白石区菊水元町８条１丁目５－３
北海道札幌市白石区菊水元町８条１丁目５－３２
北海道札幌市白石区菊水元町９条１丁目１５－２６
北海道札幌市白石区菊水上町１条２－１００
北海道札幌市白石区菊水上町４条４－１５－１
北海道札幌市白石区菊水上町４条４丁目９３
北海道札幌市白石区菊水上町四条４丁目１５番１
北海道札幌市白石区川下２１６５－１
北海道札幌市白石区川北２２４６番３
北海道札幌市白石区中央１条１丁目１番３号
北海道札幌市白石区中央１条３丁目６番１、同番２
北海道札幌市白石区中央３条４丁目３－４６
北海道札幌市白石区東札幌３－１－１－３
北海道札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０号
北海道札幌市白石区東札幌６条２丁目１７－１
北海道札幌市白石区南郷通１５－北８－２７
北海道札幌市白石区平和通１１丁目北６番１９号
北海道札幌市白石区平和通１３丁目北３－３１

011-330-3333
011-875-1350
011-330-3333
011-887-7801
011-872-5437
011-872-2734
011-812-1550
011-841-7100
011-815-6126
011-812-9200
011-871-8180
011-871-2210
011-827-8135
011-818-3070
011-821-4131
011-815-1300
011-815-3434
011-841-0191
011-861-4242
011-862-8288
011-867-5311

4／32 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
日本郵便株式会社 札幌白石郵便局
株式会社工藤商事 札幌
エア・ウォーター物流株式会社 札幌流通センター
札幌軽量急送株式会社 雁来営業所
株式会社花木運送 本社
有限会社オリオン物流 本社営業所
中村運送株式会社 本社営業所
泉車輌輸送株式会社 札幌営業所
東和トランスポート株式会社 札幌営業所
参商輸送株式会社 本社営業所
共通商事株式会社 本社営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 札幌食品センター営
業所
共通運送株式会社 札幌インター営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 北郷支店
北海万豊運輸株式会社 本社営業所
有限会社一誠産業 本社
有限会社中原興業 本社営業所
株式会社大日テックランナー 本社営業所
株式会社北雄運輸 本社
日標運輸株式会社 札幌
聖立運輸株式会社 本社営業所
有限会社日本総合物流 本社営業所
佐川急便株式会社 北海道航空営業所
佐川急便株式会社 札幌営業所
株式会社サカイ引越センター 札幌北支社
株式会社サカイ引越センター 札幌東支社
株式会社ホンダデポックス札幌センター 本社営業所
株式会社エス・ケー・ライン 東営業所
株式会社大真運輸 大谷地営業所
札幌通運株式会社 通運統括支店
日本通運株式会社 札幌航空貨物センター
株式会社共立空輸 本社営業所
北海道通運株式会社 札幌貨物ターミナル支店
岩見沢通運株式会社 札幌貨物ターミナル
旭川通運株式会社 札幌営業所

※「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。

電話番号

住所
北海道札幌市白石区平和通７丁目南４－１
北海道札幌市白石区米里１条２丁目１３－１
北海道札幌市白石区米里１条２丁目１３－１
北海道札幌市白石区米里１条２丁目４番２８号
Ｉ ＢＬＤⅡ １Ｆ
北海道札幌市白石区米里１条２丁目７－１８
北海道札幌市白石区米里１条２丁目７－１８
北海道札幌市白石区米里１条４丁目３番４５号
北海道札幌市白石区米里２２２８番４９
北海道札幌市白石区米里２条４丁目５番１５号
北海道札幌市白石区米里２条４丁目７－２５
北海道札幌市白石区米里５条２－６－３５

011-863-2946
011-876-8596
011-879-4488
ＫＯＥ

011-771-3322
011-788-6688
011-799-0231
011-874-1311
011-871-5801
011-875-8719
011-874-3313
011-873-6688

北海道札幌市白石区米里５条２丁目２－２

011-879-7981

北海道札幌市白石区米里５条２丁目６番１０号
北海道札幌市白石区米里三条３－５－１５
北海道札幌市白石区北郷２条１１丁目３番１６号
北海道札幌市白石区北郷２条５丁目１０番２５号
北海道札幌市白石区北郷２条５丁目１０番２５号
北海道札幌市白石区北郷３条２丁目１１－７
北海道札幌市白石区北郷３条９丁目８－１０
北海道札幌市白石区北郷４条４丁目２番４号
北海道札幌市白石区北郷５－８－１２－３０
北海道札幌市白石区北郷５条３丁目２－４１
北海道札幌市白石区北郷９条７丁目７番１８号
北海道札幌市白石区本通１８丁目北３－５６
北海道札幌市白石区本通１８丁目北４－１
北海道札幌市白石区本通２０丁目南１－３０
北海道札幌市白石区本通２０丁目南１－３４
北海道札幌市白石区本通２０丁目北１－７８
北海道札幌市白石区流通センター１丁目２２７－８３
北海道札幌市白石区流通センター１丁目４番２３号
北海道札幌市白石区流通センター２－１－１
北海道札幌市白石区流通センター２丁目６番６号
北海道札幌市白石区流通センター２丁目６番６号
北海道札幌市白石区流通センター３－１－３３
北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－３１
北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－３１

011-872-8288
011-879-7552
011-330-3333
011-879-3025
011-879-5663
011-871-5843
011-873-4111
011-872-3333
011-879-7856
011-871-0855
011-873-4541
011-863-2343
011-865-3349
011-861-1141
011-860-4015
011-864-0110
011-860-7711
011-598-8130
011-865-7243
011-865-7722
011-861-1394
011-861-2221
011-598-7500
011-827-8680
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主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

住所

電話番号

日本フレートライナー株式会社 札幌営業所
株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 札幌貨物トラッ
ク事業所
日本通運株式会社 札幌コンテナ支店
開発運輸建設株式会社 大谷地営業所
中央トラック株式会社 札幌営業所
月寒運輸株式会社 本社営業所
極東運輸株式会社 本社営業所
山光運輸株式会社 本社
株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 本社営業所
札通自動車工業株式会社 札幌営業所

北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－５０

011-864-8094

北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－７７

011-864-5645

北海道札幌市白石区流通センター４丁目５番１号
北海道札幌市白石区流通センター５－２－１０
北海道札幌市白石区流通センター５－２－２７
北海道札幌市白石区流通センター５－３－４５
北海道札幌市白石区流通センター５－３－６
北海道札幌市白石区流通センター５－３－６
北海道札幌市白石区流通センター５－５－１８
北海道札幌市白石区流通センター５丁目１番１０号

011-864-3315
011-864-6751
011-846-6051
011-863-2277
011-864-3352
011-860-5075
011-864-0272
011-846-2501

札幌通運株式会社 札幌主管支店

北海道札幌市白石区流通センター５丁目１番１０号

011-862-2531

エア・ウォーター物流株式会社 白石営業所

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７－１３７

011-867-5600

ホッコウ物流株式会社 札幌支店

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７－１８８

011-865-4313

ヤマト運輸株式会社 札幌白石支店
大立運輸株式会社 札幌営業所
東日本海陸輸送株式会社 札幌本社
室蘭海陸通運株式会社 札幌支店
株式会社サツイチ 札幌流通センター
月寒運輸株式会社 大谷地営業所
大友運送株式会社 大谷地流通センター営業所
札通ロジスティックス株式会社 本社営業所
株式会社丸運路線共同センター 本社営業所
タイヨウ株式会社 札幌支店
北海道毎日輸送株式会社 本社営業所
日晶運輸株式会社 大谷地営業所
日通札幌流通サービス株式会社 白石営業所
日本通運株式会社 新札幌物流センター
株式会社シズナイロゴス 札幌支店

北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－７７
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番２１
北海道札幌市白石区流通センター５丁目２番８７号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－２０
北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－６
北海道札幌市白石区流通センター５丁目３番４５号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６－２２
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番１５号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番３０号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番５８号
北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番６５号
北海道札幌市白石区流通センター６丁目３－４５
北海道札幌市白石区流通センター７丁目５番１号
北海道札幌市白石区流通センター７丁目５番１号
北海道札幌市白石区流通センター７丁目８－２１
北海道札幌市豊平区月寒西２条９丁目１６－１，１７－
１
北海道札幌市豊平区月寒東２条３丁目８番１１号
北海道札幌市豊平区月寒東一条１６－２－８１
北海道札幌市豊平区美園１条３丁目３－１
北海道札幌市豊平区美園３条６丁目３－４
北海道札幌市豊平区平岸３条２丁目１２－１

011-330-3333
011-862-3330
011-867-2121
011-865-2755
011-861-8121
011-863-2277
011-862-1161
011-863-2080
011-861-3151
011-865-0123
011-862-1144
011-895-7727
011-802-1003
011-802-2828
011-893-8711

ヤマト運輸株式会社 札幌月寒支店
ヤマト運輸株式会社 栄通センター
アートコーポレーション株式会社 札幌支店
国際空輸株式会社 札幌支店
日本郵便株式会社 豊平郵便局
ヤマト運輸株式会社 平岸支店

※「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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011-330-3333
011-330-3333
011-850-0123
011-812-0232
011-831-1664
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

赤平市

石狩市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 札幌豊平支店
ヤマト運輸株式会社 篠路センター
株式会社エスワイプロモーション 札幌北営業所
アポロ運輸株式会社 新琴似営業所
ヤマト運輸株式会社 新琴似支店
日本郵便株式会社 札幌北郵便局
株式会社ランテック 札幌営業所
株式会社ロードリーム 本社営業所
株式会社ロードリーム札幌 本社営業所
株式会社幌北樋口運輸 本社営業所
真昇建設株式会社 本社
東北陸運株式会社 札幌営業所
キャリー株式会社 本社営業所
旭運輸株式会社 本社営業所
株式会社サツイチ 本社営業部
株式会社環商事 札幌支店
札幌通運株式会社 航空貨物支店
札幌通運株式会社 札幌西支店
札通自動車工業株式会社 札幌西営業所
株式会社さくらスマイルコーポレーション 西営業所
札幌軽量急送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 篠路支店
株式会社北工業 本社営業所
北創運輸株式会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ札幌セン
ター
ヤマト運輸株式会社 北大前支店
ヤマト運輸株式会社 札幌エルム通センター
ヤマト運輸株式会社 札幌北支店
有限会社札新運輸 本社
株式会社道央通商 北空知支店
北光興業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 赤平センター
ヤマト運輸株式会社 花川支店
日栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸日日諸産業 石狩新港
胆西運輸株式会社 石狩営業所

※「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

北海道札幌市豊平区豊平１条１０丁目５番２
北海道札幌市北区篠路２条１０丁目１１番１５号
北海道札幌市北区篠路６条７丁目１２４番２
北海道札幌市北区新琴似１０条１７丁目１番２０号
北海道札幌市北区新琴似１条１丁目４番２０号
北海道札幌市北区新琴似４条２丁目１２－５
北海道札幌市北区新琴似町５６１番地１
北海道札幌市北区新琴似町７８１番地３
北海道札幌市北区新琴似町７８１番地３
北海道札幌市北区新琴似町７８５番地５
北海道札幌市北区新川２条１３－６－１９
北海道札幌市北区新川３条１７丁目１－７
北海道札幌市北区新川３条１９丁目１番７号
北海道札幌市北区新川５条２０丁目２－２０
北海道札幌市北区新川７条１６丁目７０８－３
北海道札幌市北区新川西２条１丁目４－１５
北海道札幌市北区新川西３条１丁目６６２－１６
北海道札幌市北区新川西３条１丁目６６２－１６
北海道札幌市北区新川西３条１丁目６６２－３０
北海道札幌市北区新川西三条１丁目１番１号
北海道札幌市北区西茨戸１条１丁目６－７
北海道札幌市北区太平９条１丁目３－１０
北海道札幌市北区拓北六条３丁目２番１号
北海道札幌市北区百合が原１１丁目１９０番地

011-330-3333
011-330-3333
011-776-5845
011-764-0066
011-330-3333
011-762-7202
011-764-2310
011-763-5177
011-768-5177
011-764-2451
011-761-1686
011-765-3777
011-765-4114
011-766-5251
011-766-3353
011-769-2511
011-769-3232
011-769-3210
011-769-3205
011-766-5131
011-771-3322
011-330-3333
011-771-8154
011-771-8888

北海道札幌市北区百合が原７丁目１番３０号

011-772-9160

北海道札幌市北区北１９条西７丁目２番２３号
北海道札幌市北区北２０条西３丁目１番３４号
北海道札幌市北区北３２条西２丁目１番１８号
北海道札幌市北区北三十八条西５丁目１番１６号
北海道赤平市共和町１９９番地２２
北海道赤平市東文京町１丁目１番地
北海道赤平市茂尻元町北６丁目２
北海道石狩市花川東１条３丁目４－１
北海道石狩市新港西１－７００－６
北海道石狩市新港西１－７００－９
北海道石狩市新港西１－７０２－１８

011-330-3333
011-330-3333
011-330-3333
011-756-2393
0125-33-7662
0125-32-2227
011-330-3333
011-330-3333
0133-73-2071
0133-74-2244
0133-73-3393
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主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

住所

電話番号

丸交道交株式会社 石狩新港支店
株式会社エース 石狩営業所
北海丸善運輸株式会社 本社
株式会社道央通商旭川 札幌営業所
有限会社サクセス流通 本社
鴻池運輸株式会社 札幌定温流通センター営業所
ニットー物流株式会社 本社営業所

北海道石狩市新港西１－７０３－３
北海道石狩市新港西１－７４２－１０
北海道石狩市新港西１－７６５－２
北海道石狩市新港西１丁目７００番１１
北海道石狩市新港西１丁目７０２番地１９
北海道石狩市新港西１丁目７０６－１
北海道石狩市新港西１丁目７３３番地８

0133-73-9255
0133-74-5088
0133-74-5220
0133-72-2100
011-771-7877
0133-73-8661
0133-72-2230

ヤマト運輸株式会社

北海道石狩市新港西１丁目７７８番地３，７７８番地２

011-330-3333

北海道石狩市新港西２丁目７６９番１
北海道石狩市新港西２丁目７７９
北海道石狩市新港西２丁目７７９番地
北海道石狩市新港西２丁目７７９番地
北海道石狩市新港西２丁目７８０番地２
北海道石狩市新港西２丁目７８８－３
北海道石狩市新港西２丁目７９７－１
北海道石狩市新港西２丁目７９７番３
北海道石狩市新港西３丁目７００番１
北海道石狩市新港西３丁目７０１－６
北海道石狩市新港西３丁目７０１－９
北海道石狩市新港西３丁目７０２－１０
北海道石狩市新港西３丁目７０２－３
北海道石狩市新港西３丁目７０２番地７号
北海道石狩市新港西３丁目７０２番地７号
北海道石狩市新港西３丁目７６４－６
北海道石狩市新港中央２丁目７２８番地１号
北海道石狩市新港中央２丁目７５７－１３
北海道石狩市新港中央３－７５０－６
北海道石狩市新港南２丁目３７２０－３
北海道石狩市新港南２丁目７１８－６
北海道石狩市新港南２丁目７１８番地２
北海道石狩市新港南３丁目７０５－４
北海道石狩市浜益区柏木８７番地
北海道石狩市緑苑台東１条１丁目９番地
北海道石狩町新港西１－７０２－２１
北海道岩見沢市２条東１３丁目３番地、４番地
北海道岩見沢市４条東１３丁目１１

0133-74-1381
0133-74-7811
0133-60-2070
0133-72-6333
0133-75-7722
0133-76-1777
0133-76-2331
0133-76-6961
0133-76-2266
0133-72-7570
0133-76-1126
0133-75-1717
0133-75-6366
0133-75-6588
0133-75-6255
0133-75-7575
0133-77-5006
0133-64-6531
0133-64-1311
0133-60-2011
0133-60-4511
0133-64-2509
0133-64-0805
0133-79-3233
011-765-0050
0133-73-5786
0126-23-3584
011-330-3333

石狩支店

株式会社ビデフ 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 札幌区域営業所
エア・ウォーター物流株式会社 石狩ガス営業所
エア・ウォーター物流株式会社 石狩流通センター
日幸産業運輸株式会社 本社営業所
有限会社エイチビーケーサービス 札幌営業所
キユーソーティス株式会社 札幌営業所
トラストシステム株式会社 本社
株式会社ロジエンス北海道 本社営業所
八潮運輸株式会社 札幌支店
藤栄輸送株式会社 石狩営業所
株式会社食品急送 本社
株式会社道央通商 札幌営業所
共通運送株式会社 石狩営業所
共通ロジ株式会社 本社営業所
株式会社フジネット 石狩営業所
新和サービス株式会社 本社営業所
株式会社ジャスト・カーゴ 本社
早来工営株式会社 札幌支店
株式会社エネックス 北海道支店石狩営業所
花王ロジスティクス株式会社 石狩営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 石狩営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 札幌センター
浜益海運株式会社 本社営業所
株式会社札幌豊興 本社営業所
石狩町 日通札幌市場荷扱サービス株式会社 石狩営業所
岩見沢市 株式会社道央通商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩見沢支店

※「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。

8／32 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

恵庭市

江別市

事業所名
日本郵便株式会社 岩見沢郵便局
谷村運輸株式会社 本社営業所
北峰運輸株式会社 本社営業所
株式会社石北 岩見沢営業所
有限会社三戸建材 本社営業所
株式会社丸庭佐藤建設 本社
有限会社上明戸運輸 本社営業所
株式会社開運工業 本社営業所
丸玉建設運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 岩見沢営業所
札樽自動車運輸株式会社 岩見沢
北商建設運輸株式会社 本社営業所
岩見沢通運株式会社 本社
北海道郵便逓送株式会社 岩見沢営業所
丸豊陸運株式会社 恵庭営業所
株式会社トランシス 恵庭
北海道合通株式会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 恵庭営業所
株式会社共同物流 本社営業所
サッポロ流通システム株式会社 北海道営業所
株式会社石川トラック運送 恵庭営業所
株式会社アポロライン 本社営業所
株式会社北海道エアメール 本社営業所
札幌牛乳運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵庭柏陽支店
大和物流株式会社 札幌営業所
北海道通運株式会社 恵庭営業所
武田運輸株式会社 恵庭営業所
日本郵便株式会社 江別郵便局
株式会社イーグル 本社営業所
有限会社北海物流サービス 江別営業所
広野運輸株式会社 本社営業所
株式会社北海道日新 江別事業所
株式会社グランドライン 本社営業所
ユート運輸倉庫株式会社 江別営業所
北海道トナミ運輸株式会社 江別営業所
菱中自動車運輸株式会社 江別営業所

※「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
北海道岩見沢市９条西２丁目１－５
北海道岩見沢市岡山１２－３１
北海道岩見沢市岡山町１２－２９
北海道岩見沢市岡山町１２－３８
北海道岩見沢市岡山町１２９番地２９
北海道岩見沢市岡山町１８－１０、１９
北海道岩見沢市栗沢町栗丘１９４番地３９
北海道岩見沢市上幌向町５５９－１７
北海道岩見沢市上幌向町５７５番地１
北海道岩見沢市東町１９１番地３
北海道岩見沢市東町２４７
北海道岩見沢市東町５９０－７
北海道岩見沢市東町６７３番地
北海道岩見沢市南町９条２丁目８－１
北海道恵庭市黄金南１丁目３１３－２６
北海道恵庭市下島松８０５番地７
北海道恵庭市恵南９番地１
北海道恵庭市戸磯１９３－３
北海道恵庭市戸磯２０１番地８
北海道恵庭市戸磯５４２－１
北海道恵庭市戸磯５４２番１
北海道恵庭市戸磯５９５－１２
北海道恵庭市戸磯６０３番地５
北海道恵庭市戸磯７６－７
北海道恵庭市柏陽町３丁目１－１０
北海道恵庭市白樺町４丁目２－１
北海道恵庭市北柏木町３－６２－４
北海道恵庭市北柏木町３丁目１６０－１
北海道江別市王子１６－１５
北海道江別市角山２１５番地３１
北海道江別市角山６８－１４
北海道江別市角山７１番地５２
北海道江別市工栄町１３番地１
北海道江別市工栄町１８番地１
北海道江別市工栄町１９番地７
北海道江別市工栄町２０番地１９
北海道江別市工栄町２－１－３
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電話番号
0126-22-0220
0126-22-4466
0126-24-4400
0126-22-4411
0126-23-8732
0126-24-8200
0126-45-2570
0126-26-1244
0126-25-2525
0126-24-7225
0126-22-0122
0126-25-2111
0126-22-3437
0126-22-0808
0123-34-0402
0123-25-9822
0123-33-5051
01233-9-3811
0123-25-6662
0123-33-1175
0123-33-9505
0123-39-2020
0123-34-1660
0123-33-8995
011-330-3333
0123-32-2447
0123-34-6165
0123-33-5861
011-382-2221
011-391-0710
011-384-8911
011-391-6255
011-391-4300
011-391-0007
011-382-2330
011-383-1073
011-384-3661

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

小樽市

事業所名
丸三興業株式会社 本社営業所
株式会社フジトラックス 札幌支店
株式会社髙輪運輸 札幌営業所
北海道車輛運送株式会社 江別営業所
エア・ウォーター物流株式会社 札幌環境営業所
株式会社北海運輸 札幌営業所
日軽物流株式会社 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 江別支店
丸交道交株式会社 江別営業所
綜合運輸有限会社 本社
エア・ウォーター物流株式会社 小樽営業所
株式会社杉本運輸 本社営業所
北星トラック株式会社 本社営業所
北海道郵便逓送株式会社 小樽営業所
日本通運株式会社 小樽支店物流センター
丸大トラック株式会社 本社事業所
有限会社ケイズジャパン 本社
大同運輸株式会社 本社営業所
アヅマ石油荷役サービス株式会社 小樽営業所
有限会社祝津運送 本社営業所
日本郵便株式会社 小樽郵便局
日通小樽運輸株式会社 本社営業所
有限会社石原運輸 本社営業所
有限会社嶋崎産業 本社営業所
佐川急便株式会社 小樽営業所
ヤマト運輸株式会社 銭函支店
ヤマダイ大作運輸株式会社 札幌営業所
北海定温運輸株式会社 石狩営業所
株式会社トッキュウ・ロジ 札幌北営業所
トーウンサービス株式会社 新港営業所
幸和運輸株式会社 本社営業所
新洋運送株式会社 本社
札樽自動車運輸株式会社 小樽営業所
ヤマト運輸株式会社 小樽支店
松岡満運輸株式会社 小樽営業所
北海道西濃運輸株式会社 小樽営業所
北海道通運株式会社 小樽支店

※「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。

電話番号

住所
北海道江別市工栄町２２－７
北海道江別市工栄町２２番地４
北海道江別市工栄町２２番地５
北海道江別市工栄町２５－１２
北海道江別市工栄町２５番地１１
北海道江別市工栄町５－７ オシキリ食品
北海道江別市工栄町５番地５
北海道江別市中央町４３番地１２
北海道江別市東野幌１４７－１
北海道江別市弥生町３５－５
北海道小樽市オタモイ１丁目１２０－１０
北海道小樽市奥沢４－１７－１２
北海道小樽市港町５－３
北海道小樽市港町６－２
北海道小樽市港町７番２号
北海道小樽市高島１－１－３
北海道小樽市桜１丁目２６番１１号
北海道小樽市手宮１－３－１
北海道小樽市手宮１丁目６－４
北海道小樽市祝津２－１９１
北海道小樽市色内１丁目８－１
北海道小樽市色内３丁目１１番４号
北海道小樽市色内３丁目６番３１号
北海道小樽市船浜町１１４番地１１
北海道小樽市銭函３丁目２６３－１５
北海道小樽市銭函３丁目５１２番地３
北海道小樽市銭函５－５０－４
北海道小樽市銭函５－７１－６
北海道小樽市銭函５丁目５８－１４
北海道小樽市銭函５丁目７１－２
北海道小樽市築港５０－１３
北海道小樽市築港５０－１５
北海道小樽市築港５０－２４
北海道小樽市築港５０－７３
北海道小樽市築港５０番２４号
北海道小樽市築港６－３７
北海道小樽市築港７－１３
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内

２階

011-384-6965
011-381-2626
011-383-6288
011-381-1447
011-382-1550
011-381-0400
011-391-7705
011-330-3333
011-382-7101
011-382-2652
0134-26-1921
0134-23-6201
0134-31-6861
0134-22-5239
0134-23-8424
0134-22-8880
0134-54-0025
0134-25-4444
013-424-1561
0134-25-3622
0134-22-1516
0134-23-8844
0134-21-2580
0134-52-3564
0134-62-7788
011-330-3333
0133-75-8008
0133-75-2200
080-3459-3094
0133-73-1221
0134-29-3335
0134-27-2251
0134-23-2131
011-330-3333
0134-27-3131
0134-33-5111
0134-33-6111

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

中央トラック株式会社 小樽
ノーザントランスポートサービス株式会社 本社営業所
本間運輸株式会社 本社営業所
有限会社小樽中央小型運送 本社営業所
共立運輸株式会社 小樽営業所
藤本運輸株式会社 本社営業所
北広島市 有限会社道南エース 本社営業所
三栄運輸株式会社 札幌支店
北海道ミツウロコ株式会社 本社営業所
日本チルド物流株式会社 北海道事業所
株式会社三和重機 本社営業所
大丸北海道陸送株式会社 本社営業所
株式会社東栄運送 本社営業所
株式会社さくらスマイルコーポレーション 南営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 北広島営業所
有限会社青帽 本社
株式会社エネックス 北海道支店
北方運輸建設株式会社 北広島営業所
株式会社ネクスト 北海道支店
株式会社暁運輸 大曲営業所
栗林海陸輸送株式会社 新聞輸送所
石油輸送株式会社 本社営業所
株式会社エフ・シー・ティー 本社営業所
北海道エース物流株式会社 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 大曲営業所
エア・ウォーター物流株式会社 札幌ガス営業所
札幌新聞輸送株式会社 大曲営業所
村井運輸株式会社 大曲営業所
北海道毎日輸送株式会社 新聞営業所
ノーストランス株式会社 札幌営業所
ユート運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ウッドベル 本社
ヤマト運輸株式会社 北広島支店
株式会社富田物流 札幌営業所
さくら運輸株式会社 北広島営業所
札幌センコー運輸株式会社 北広島車輌センター
スミセキ・コンテック株式会社 北広島営業所

※「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
北海道小樽市築港８－３
北海道小樽市築港８番１５号
北海道小樽市朝里２－６－１５
北海道小樽市潮見台１丁目１１－６
北海道小樽市有幌町１－１
北海道小樽市有幌町１－３
北海道北広島市希望ケ丘１丁目２－３
北海道北広島市共栄１４番地１
北海道北広島市共栄２３
北海道北広島市共栄５４－２０
北海道北広島市西の里３２２番地６
北海道北広島市大曲２－６
北海道北広島市大曲工業団地１丁目３－１８
北海道北広島市大曲工業団地２丁目５－６
北海道北広島市大曲工業団地２丁目６－１
北海道北広島市大曲工業団地３丁目４－１
北海道北広島市大曲工業団地３丁目４－１１
北海道北広島市大曲工業団地３丁目４番地１
北海道北広島市大曲工業団地５丁目３番２
北海道北広島市大曲工業団地６－３－３
北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地８
北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地４
北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地５
北海道北広島市大曲工業団地６丁目３番地９
北海道北広島市大曲工業団地７丁目２番２丁目
北海道北広島市大曲工業団地７丁目３番２
北海道北広島市大曲工業団地８丁目２番３号
北海道北広島市大曲工業団地８丁目２番地１
北海道北広島市大曲工業団地８丁目３－４
北海道北広島市大曲並木１丁目３番地１
北海道北広島市大曲並木２丁目２－７
北海道北広島市大曲末広２丁目１２－１５
北海道北広島市中の沢１８０－１，１７８－１
北海道北広島市北の里１１－３
北海道北広島市北の里２６２番地１
北海道北広島市北の里３－２７
北海道北広島市北の里５７－２
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電話番号
0134-25-1797
0134-31-1500
0134-54-3131
0134-25-5060
0134-25-4541
0134-22-5850
011-377-7288
011-376-8899
011-372-3304
011-558-1206
011-375-4444
011-377-7788
011-377-6477
011-377-8195
011-398-5062
011-377-9600
011-377-2736
011-377-2888
011-377-5250
011-377-8521
011-377-9580
011-377-6543
011-377-9651
011-376-2558
011-377-2608
011-377-9470
011-370-3900
011-377-6253
011-370-5731
011-377-1451
011-377-5552
011-377-3432
011-330-3333
011-372-1190
011-373-3636
011-376-8560
011-372-1801

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

砂川市

滝川市

千歳市

事業所名
株式会社真和建機運輸 輪厚
共通運送株式会社 北広島営業所
丸吉運輸機工株式会社 本社事業所
共進運輸株式会社 札幌
広野運輸株式会社 大曲営業所
札樽自動車運輸株式会社 滝川営業所
滝川小型自動車運送有限会社 本社営業所
丸一運輸株式会社 本社営業所
サンワ産業株式会社 本社営業所
マル星運輸株式会社 本社営業所
株式会社増井運輸 本社営業所
株式会社北海道日新 砂川営業所
三東商事株式会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 滝川センター
栄冠運輸株式会社 滝川営業所
日本郵便株式会社 滝川郵便局
エア・ウォーター物流株式会社 滝川営業所
旭運輸株式会社 滝川営業所
北海道郵便逓送株式会社 旭川営業所 滝川分室
ヤマト運輸株式会社 滝川支店
日本通運株式会社 滝川支店
日通札幌運輸株式会社 滝川営業所
佐川急便株式会社 滝川営業所
札幌通運株式会社 滝川営業所
名藤株式会社 千歳営業所
マルハチ急行株式会社 札幌営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 恵庭営業所
日本通運株式会社 北海道重機建設支店
佐川急便株式会社 千歳営業所
株式会社エスワイプロモーション 札幌営業所
タイヨウ株式会社 千歳支店
ＨＩＫＡＲＩ・トランス株式会社 本社
日本通運株式会社 キリンビール事業所
有限会社細井運輸 本社
札幌パブリック警備保障株式会社 千歳営業所
日本郵便株式会社 千歳郵便局
ヤマト運輸株式会社 千歳主管支店

※「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
北海道北広島市輪厚３０３－５
北海道北広島市輪厚４３１－３
北海道北広島市輪厚６８１－１４
北海道北広島市輪厚中央１丁目１－１３
北海道北広島市輪厚中央５丁目７－１
北海道砂川市空知太西１条４丁目１０３－３
北海道砂川市空知太東１条４－１－３９
北海道砂川市西２条北２２丁目１番１号
北海道砂川市西３条北２１丁目１番２２号
北海道砂川市西５条北２２－１－６
北海道砂川市東１条南１０丁目３番８号
北海道砂川市豊沼町１－１８
北海道砂川市豊沼町１番地１０
北海道滝川市幸町３丁目３－１６
北海道滝川市西滝川２２８
北海道滝川市大町２丁目４－３６
北海道滝川市北滝の川１３４４－４
北海道滝川市本町１丁目３７７番４号
北海道滝川市緑町２－７－３５
北海道滝川市流通団地１丁目１８－１８
北海道滝川市流通団地２丁目１－１９
北海道滝川市流通団地２丁目１番１９号
北海道滝川市流通団地２丁目２番２７号
北海道滝川市流通団地３丁目２４２番５５・６５
北海道千歳市春日町１丁目１－１３
北海道千歳市上長都１０３９番地２５
北海道千歳市上長都１０３９番地４４
北海道千歳市上長都１０５７番２１
北海道千歳市上長都１０５７番地５
北海道千歳市上長都１１１９－２
北海道千歳市上長都１１２１－３
北海道千歳市上長都１１６０番地４０
北海道千歳市上長都９４４番１
北海道千歳市青葉６－２－２
北海道千歳市千代田町３丁目８番地
北海道千歳市千代田町７丁目１０１－２０
北海道千歳市泉沢１００７－２０６
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電話番号
011-377-1001
011-804-4040
011-376-3800
011-377-8876
011-398-3334
0125-53-3340
0125-53-3517
0125-53-3131
0125-53-3488
0125-53-3312
050-7550-3748
0125-54-1977
0125-54-1311
0125-24-7390
0125-24-0386
0125-23-3281
0125-22-0486
0125-22-0130
0125-23-2265
011-330-3333
0125-22-2151
0125-22-6340
0125-23-2137
0125-24-3232
0123-26-2127
0123-40-0800
0123-49-7981
0123-22-8811
0123-22-9251
0123-22-1141
0123-24-8666
0123-40-7770
0123-22-4110
0123-23-4530
0123-40-0861
0123-23-2341
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

美唄市

三笠市

夕張市

虻田郡

石狩郡

事業所名
北海道北港運輸株式会社 本社営業所
株式会社トランシス 本社
エア・ウォーター物流株式会社 ＢＴ千歳センター
名鉄ゴールデン航空株式会社 千歳空港営業所
株式会社共立空輸 千歳支店
日本通運株式会社 千歳空港貨物センター
鴻池運輸株式会社 千歳営業所
大北運輸株式会社 千歳営業所
東洋メビウス株式会社 千歳支店
ヤマト運輸株式会社 千歳北斗支店
美唄松岡満運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 美唄支店
対馬運送株式会社 本社営業所
峰延運輸株式会社 本社営業所
株式会社環商事 本社営業所
栄冠運輸株式会社 岩見沢営業所
北海道福山通運株式会社 三笠営業所
丸一運輸株式会社 三笠営業所
ヤマト運輸株式会社 夕張センター
株式会社北炭ゼネラルサービス 夕張営業所
北寿産業株式会社 本社営業所
牧野工業株式会社 本社営業所
喜茂別北自運輸有限会社 本社営業所
後志建設工業株式会社 本社
日本通運株式会社 羊蹄支店
京極建設株式会社 本社営業所
株式会社京極運輸 本社営業所
ニセコ運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 倶知安支店
日本郵便株式会社 倶知安郵便局
松岡満運輸株式会社 倶知安営業所
北海道郵便逓送株式会社 倶知安営業所
佐川急便株式会社 倶知安営業所
ヤマト運輸株式会社 当別センター
三方運輸建設株式会社 当別営業所
丸北建設運輸株式会社 本社営業所
株式会社山内産業 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
北海道千歳市泉沢１００７－９２
北海道千歳市泉沢１００７番地１８４
北海道千歳市泉沢１００７番地５８－２
北海道千歳市平和（新千歳空港代理店貨物ビル内）
北海道千歳市平和１３８８番地１６
北海道千歳市平和１３８８番地１６
北海道千歳市北信濃７７０－６
北海道千歳市北信濃８４９番地８
北海道千歳市北信濃８５７
北海道千歳市北斗２丁目２－１
北海道美唄市字チャシュナイ９０８番地１
北海道美唄市字美唄１２１０－７
北海道美唄市字美唄１３９２－９
北海道美唄市字峰延２６９３－１
北海道美唄市東６条北５－３－１
北海道三笠市岡山２１４－５
北海道三笠市岡山４４０－１３
北海道三笠市萱野１２２番地１
北海道夕張市紅葉山４７１－１
北海道夕張市清水沢４丁目１０５番地１６
北海道夕張市清水沢清栄町１０２番地
北海道虻田郡ニセコ町字里見６１番地１
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別１２番地の１
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５－３５
北海道虻田郡京極町字京極１９番地
北海道虻田郡京極町字三崎２０９
北海道虻田郡京極町字春日１１３番地
北海道虻田郡倶知安町字峠下１２８番地１
北海道虻田郡倶知安町字比羅夫６１－１７
北海道虻田郡倶知安町南１条東１丁目１－１７
北海道虻田郡倶知安町南３条東４丁目５－８
北海道虻田郡倶知安町南５条西１丁目２６番地
北海道虻田郡倶知安町北４条西４－３－１
北海道石狩郡当別町栄町５３－１１９
北海道石狩郡当別町対雁３２番地１８
北海道石狩郡当別町対雁３２番地１８－２０
北海道石狩郡当別町六軒町１５－１
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電話番号
0123-28-4363
0123-28-5000
0123-28-1192
0123-23-5501
0123-23-3336
0123-42-1765
0123-23-5125
0123-22-6161
0123-24-2030
011-330-3333
0126-62-7373
011-330-3333
0126-63-4131
0126-64-4400
0126-62-6621
01267-2-8311
01267-4-5555
01267-2-5511
011-330-3333
0123-59-6609
0123-59-2431
0136-44-2280
0136-33-2743
0136-33-2134
0136-42-2302
0136-42-2424
0136-42-2366
0136-22-0745
011-330-3333
0136-22-1301
0136-23-4311
0136-22-4589
0136-23-1155
011-330-3333
0133-23-2662
0133-23-2636
0133-25-2225

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
岩内郡

樺戸郡
寿都郡
空知郡

事業所名
飯島運輸物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩内支店
有限会社宮丘運輸 本社営業所
波田運輸土木株式会社 本社営業所
有限会社誠和運輸 本社営業所
有限会社北新物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道寿都センター
株式会社寿都砕石 本社営業所
中央建設運輸株式会社 本社営業所
有限会社梅澤興業 本社営業所
北海道北港運輸株式会社

夕張郡

余市郡

函館

函館市

奈井江営業所

有限会社米内搬舎 本社営業所
株式会社札幌サン物流産業 本社営業所
株式会社工藤商事 本社営業所
有限会社ゆうせい運輸 本社営業所
有限会社藤柳商事 本社
坂田運輸有限会社 本社営業所
堀田工業運輸有限会社 本社営業所
日豊運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 夕張支店
有限会社睦建設運輸 本社営業所
株式会社後志産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 余市支店
エア・ウォーター物流株式会社 函館
広野運輸株式会社 函館営業所
アートコーポレーション株式会社 函館
ヤマト運輸株式会社 函館新道支店
ヤマト運輸株式会社 函館いさりび通りセンター
株式会社北水ライン 本社
広野運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 函館広野センター
株式会社田島運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 函館港町支店
株式会社ヤマゲン運輸 函館
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 函館支店
ヤマカ運輸株式会社 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
北海道岩内郡岩内町字大浜５番地の１
北海道岩内郡共和町梨野舞納１８－１８
北海道岩内郡共和町梨野舞納２４９番地７
北海道岩内郡共和町老古美５６番地の１１
北海道樺戸郡新十津川字弥生３－１５
北海道樺戸郡新十津川町字弥生３番地７、３番地１５
北海道寿都郡寿都町字新栄町１６８－２
北海道寿都郡寿都町字矢追町５８９番地８
北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ１００１－１０
北海道空知郡奈井江町字茶志内１７７９番地１５
北海道空知郡奈井江町字奈井江７７６ 北海道住電精密
内
北海道空知郡奈井江町字奈江原野２０４０番地１１
北海道空知郡南幌町南１０線西１４（晩翠工業団地）
北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目１３０番５
北海道夕張郡栗山町字旭台１－９９
北海道夕張郡栗山町字中里６１－４９
北海道夕張郡栗山町中央１－１５８
北海道夕張郡長沼町字馬追原野１４８２－１５
北海道夕張郡長沼町東１線北１５番地
北海道夕張郡由仁町東栄８０－２
北海道余市郡仁木町大江１－５－１
北海道余市郡余市町栄町６５－３
北海道余市郡余市町富沢町５－７８
北海道函館市亀田港町６３－４
北海道函館市亀田港町６３番地４号
北海道函館市桔梗３丁目４０番１８号
北海道函館市桔梗町４１８番１２６，２６２
北海道函館市金堀町２番６号
北海道函館市金堀町９－１４
北海道函館市広野町３－７
北海道函館市広野町５番９号
北海道函館市港町１－１７－１８
北海道函館市港町１丁目２０番２
北海道函館市港町１丁目３４番５号
北海道函館市港町３丁目２－１４
北海道函館市高松町５０５番地１２
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電話番号
0135-67-7477
011-330-3333
0135-62-1497
0135-62-0811
0125-76-2711
0125-76-3232
011-330-3333
0136-62-2402
0125-65-5322
0125-65-2192
0125-65-5471
0125-65-3034
011-378-2777
0123-72-1903
0123-72-1722
0123-72-7461
0123-72-1926
0123-89-2308
0123-89-2021
011-330-3333
0135-32-3107
0135-22-1122
011-330-3333
0138-42-8325
0138-84-6381
0138-47-8123
011-330-3333
011-330-3333
0138-53-1313
013-852-7583
011-330-3333
0138-41-3657
011-330-3333
0138-43-3485
013-862-3880
0138-59-1902

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 函館湯川支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 函館営業所
日本通運株式会社 函館航空貨物センター
株式会社猖々谷建設 本社営業所
巴クレーン運輸株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 函館営業所
日本郵便株式会社 函館中央郵便局
有限会社共真サービス 本社
札幌通運株式会社 函館支店
泉車輌輸送株式会社 函館営業所
株式会社函館小型運送 本社営業所
東一運送株式会社 本社
函館運送株式会社 西桔梗
函館運輸サービス株式会社 本社営業所
有限会社道南エース 函館
佐川急便株式会社 函館営業所
株式会社山カ柏葉運輸商会 本社
ハクセン貨物運送株式会社 本社
ハクセン貨物運送株式会社 西桔梗
有限会社皆川急便運送 本社
ヤマト運輸株式会社 上磯センター
有限会社みどり運輸 本社
共通運送株式会社 函館
株式会社西武建設運輸 本社
北海道郵便逓送株式会社 函館
札樽自動車運輸株式会社 函館支店
日本一運送株式会社 函館
北新港運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 物流センター
ヤマト運輸株式会社 函館ベイ支店
ヤマト運輸株式会社 函館東山センター
アヅマ石油荷役サービス株式会社 函館
有限会社キスギ 本社
有限会社政守興業 本社
ヤマト運輸株式会社 函館五稜郭支店
総合運輸株式会社 本社
株式会社アスビック 函館支店

※「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
北海道函館市高松町５０７－１２
北海道函館市高松町５０８－７
北海道函館市高松町５７０－２２
北海道函館市高松町５７５－２７０
北海道函館市昭和３－２３－１１
北海道函館市上湯川町７番３の内
北海道函館市新川町１－６
北海道函館市西桔梗町５５５－４
北海道函館市西桔梗町５８９
北海道函館市西桔梗町５８９－１２４
北海道函館市西桔梗町５８９－１４２
北海道函館市西桔梗町５８９－１４４
北海道函館市西桔梗町５８９－１４８
北海道函館市西桔梗町５８９－１４８
北海道函館市西桔梗町５８９－４１
北海道函館市西桔梗町５８９番地１９６
北海道函館市西桔梗町８１８－２
北海道函館市西桔梗町８１９－３の２
北海道函館市西桔梗町８１９－４
北海道函館市西桔梗町８５７番３
北海道函館市西桔梗町８６０番３
北海道函館市西桔梗町８６３－１
北海道函館市西桔梗町８６３番地４
北海道函館市赤川町５１８番地３
北海道函館市千歳町１７－４
北海道函館市浅野町１番地１
北海道函館市浅野町２番６号
北海道函館市浅野町５－３
北海道函館市浅野町５番２２号
北海道函館市大手町５番８号
北海道函館市東山町１１８番１９１
北海道函館市日乃出町２番１０号
北海道函館市入舟町１４－１１
北海道函館市美原５丁目７番４号
北海道函館市富岡町２丁目３１番２号
北海道函館市北浜町８－１５
北海道函館市本町７番２１号
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電話番号
011-330-3333
0138-57-4133
0138-57-2600
0138-57-5043
0138-41-2321
0138-36-0038
0138-22-9126
0138-50-8875
0138-49-5555
0138-49-5803
0138-49-5131
0138-49-5522
0138-49-3636
0138-49-3636
0138-48-5188
0138-49-6177
0138-49-6262
0138-49-7111
0138-49-7837
0138-49-4944
011-330-3333
0138-86-5588
0138-48-8288
0138-47-2738
0138-22-4093
0138-42-4411
0138-45-1258
0138-42-3541
0138-43-8884
011-330-3333
011-330-3333
0138-53-7806
0138-26-1409
0138-49-6898
011-330-3333
0138-42-7389
0138-31-0320

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
北斗市

上磯郡

事業所名
株式会社サカイ引越センター 函館支社
江尻運送株式会社 函館
厚生運輸株式会社 本社
株式会社サントー 函館営業所
北斗興業株式会社 本社営業所
株式会社三共生コンクリート販売 本社
株式会社ホームエネルギー北海道 函館センター
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店函館事業所
ヤマト運輸株式会社 函館主管支店
有限会社エイチビーケーサービス 函館営業所
藤栄輸送株式会社 本社営業所
三栄運輸株式会社 函館支店
札幌急配株式会社 函館
北海道福山通運株式会社 函館
大同運輸株式会社 函館
柳沼運送株式会社 本社
今運輸株式会社 本社営業所
有限会社高橋商事 本社
東日本海陸輸送株式会社 函館
株式会社エス・シー・ティ 函館支店
日本図書輸送株式会社 函館
ホッコウ物流株式会社 函館営業所
株式会社明販流通 函館
キョーツー株式会社 本社
株式会社エンドレス・テック 函館支店
有限会社流通トランスポート 本社
月寒運輸株式会社 函館支店
日本通運株式会社 函館警送事業所
松岡満運輸株式会社 函館支店
北海道西濃運輸株式会社 函館支店
八潮運輸株式会社 本社
株式会社フジネット 函館
株式会社大野興業 本社営業所
株式会社エス・シー・ティ 本社
株式会社手塚産業 本社
株式会社青函運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道木古内センター

※「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
北海道函館市万代町２０－２４
北海道北斗市開発２２７－１４
北海道北斗市久根別５丁目１０３番地１
北海道北斗市久根別５丁目７１番地１
北海道北斗市七重浜６－４－１
北海道北斗市七重浜７－１５－１５
北海道北斗市七重浜７丁目６－３
北海道北斗市七重浜８丁目１２番３号
北海道北斗市七重浜８丁目１３－２９
北海道北斗市七重浜８丁目７番１０号
北海道北斗市七重浜８丁目８番２３号
北海道北斗市清水川１４２－６
北海道北斗市清水川１４２番地１３
北海道北斗市清水川２２６－５
北海道北斗市村山１４０－４１
北海道北斗市谷好２丁目３番７号
北海道北斗市追分１２１－５６
北海道北斗市追分１丁目３番２０号
北海道北斗市追分３－１－１４
北海道北斗市追分３－１－９
北海道北斗市追分３－４－１０
北海道北斗市追分３丁目１番１４号
北海道北斗市追分３丁目２番６号
北海道北斗市追分３丁目２番８号
北海道北斗市追分３丁目３６番８９
北海道北斗市追分３丁目３番１１号
北海道北斗市追分３丁目４番７号
北海道北斗市追分３丁目６番３号
北海道北斗市追分４丁目１３－８
北海道北斗市追分６２－１０
北海道北斗市萩野３５－４
北海道北斗市本町８１４番７
北海道上磯郡知内町字元町３５－４０
北海道上磯郡知内町字重内３１－１３８
北海道上磯郡木古内町字瓜谷１２２番地
北海道上磯郡木古内町字新道１０７－６
北海道上磯郡木古内町字新道４３－１０
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電話番号
01386-2-1141
0138-77-8180
0138-73-1514
0137-63-4426
013-849-2021
0138-49-5078
0138-49-3144
0138-49-2078
011-330-3333
0138-50-8601
0138-84-1800
0138-77-7374
0138-77-7557
0138-77-7460
0138-77-7712
013-873-7711
013-849-0075
0138-48-8766
0138-49-7722
0138-49-8282
0138-49-3702
0138-49-1007
0138-49-9200
0138-48-6288
0138-48-5670
0138-52-1059
0138-49-7374
0138-49-1948
0138-49-0500
0138-49-2331
0138-84-8400
0138-77-7795
01392-5-5158
01392-5-5138
01392-2-4740
01392-2-1075
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
奥尻郡
亀田郡

茅部郡

久遠郡
檜山郡
二海郡

松前郡
山越郡
室蘭

室蘭市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 奥尻センター
株式会社羽衣運輸 本社営業所
株式会社ランテック 函館
有限会社鈴木運輸 本社営業所
日通ガスサポート株式会社 本社営業所
株式会社函館食品運輸 本社
大立運輸株式会社 函館
有限会社山本運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 あかまつ街道センター
システムライナー有限会社 函館営業所
ヤマト運輸株式会社 鹿部センター
日晶運輸株式会社 函館営業所
株式会社カネカ物流 本社
ユート運輸倉庫株式会社 森営業所
ヤマト運輸株式会社 森支店
システムライナー有限会社 本社
日通函館運輸株式会社 せたな営業所
ヤマト運輸株式会社 せたな支店
ヤマト運輸株式会社 江差追分支店
佐川急便株式会社 江差営業所
弘産工業株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 北海道八雲支店
佐川急便株式会社 八雲営業所
松岡満運輸株式会社 八雲営業所
新丸久運輸株式会社 本社
札樽自動車運輸株式会社 八雲営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道松前支店
北海道郵便逓送株式会社 長万部
ヤマト運輸株式会社 長万部センター
日通室蘭運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 室蘭物流センター
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店室蘭事業所
エア・ウォーター物流株式会社 室蘭営業所
日鋼運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 室蘭東支店
富士トラック株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 室蘭営業所

※「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
北海道奥尻郡奥尻町字球浦６２６
北海道亀田郡七飯町字大沼町８１５－２
北海道亀田郡七飯町字中島１４８番地８
北海道亀田郡七飯町字中島２０８－６
北海道亀田郡七飯町字中島２０８番地１
北海道亀田郡七飯町字峠下４０５－４
北海道亀田郡七飯町字峠下７０番１８
北海道亀田郡七飯町字峠下７２２－６
北海道亀田郡七飯町大川１丁目６番５号
北海道亀田郡七飯町中島１６３番地２
北海道茅部郡鹿部町字宮浜３５３番２
北海道茅部郡森町字栄町３７番地２４
北海道茅部郡森町字砂原西４丁目２１１番７
北海道茅部郡森町字常盤町１６４番地１７号
北海道茅部郡森町森川町２９１－８６
北海道茅部郡森町赤井川４１番地１
北海道久遠郡せたな町北桧山区北桧山１２５番４
北海道久遠郡せたな町北桧山区北桧山２１１－５
北海道桧山郡江差町字中歌町１９８番１
北海道桧山郡江差町字柳崎町１０５－２
北海道二海郡八雲町花浦２５９－１
北海道二海郡八雲町東雲町１８－１
北海道二海郡八雲町内浦町２３４番３
北海道二海郡八雲町立岩５５番３０
北海道二海郡八雲町立岩５６－５
北海道二海郡八雲町立岩７１－１３
北海道松前郡松前町字建石５７番１
北海道山越郡長万部町字長万部２９１
北海道山越郡長万部町字平里１２－１２１
北海道室蘭市御崎町１丁目３５番地１
北海道室蘭市御崎町１丁目３６－２
北海道室蘭市港北町１丁目２４－９
北海道室蘭市港北町１丁目２５－３５
北海道室蘭市茶津町４番地１
北海道室蘭市中島町４丁目３番地１
北海道室蘭市仲町６４番地
北海道室蘭市東町１丁目２－５
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電話番号
011-330-3333
0138-67-2579
0138-84-5537
0138-66-2061
0138-66-3121
0138-65-5056
0138-64-6488
0138-65-0125
011-330-3333
0138-66-5020
011-330-3333
013-743-2497
01374-8-2486
01374-3-3111
011-330-3333
0137-42-5714
0137-84-5224
011-330-3333
011-330-3333
0139-53-6246
0137-62-4110
011-330-3333
0137-64-3558
0137-63-4600
0137-63-3307
01376-5-2111
011-330-3333
01377-2-3002
011-330-3333
0143-22-2611
0143-22-3166
0143-55-5131
0143-55-7121
0143-22-7923
011-330-3333
0143-44-7411
0143-44-4607

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

日本郵便株式会社 東室蘭郵便局
佐川急便株式会社 室蘭営業所
室蘭海陸通運株式会社 東室蘭支店
北海道福山通運株式会社 室蘭営業所
北海道郵便逓送株式会社 室蘭営業所
日の出運輸株式会社 室蘭営業所
札樽自動車運輸株式会社 室蘭営業所
伊達市 株式会社ミナミ 本社営業所
片平運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊達支店
胆西運輸株式会社 伊達営業所
苫小牧市 三ッ輪物流株式会社 苫小牧支店
株式会社北炭ゼネラルサービス 苫小牧営業所
株式会社エネックス 北海道支店苫小牧営業所
株式会社丸運トランスポート札幌 苫小牧営業所
共立運輸株式会社 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 苫小牧支店
北海道エネルギー輸送株式会社 苫小牧営業所
株式会社鈴与カーゴネット北海道 苫小牧営業所
北海道福山通運株式会社 苫小牧支店
株式会社大興物流 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 苫小牧支店
ヤマト運輸株式会社 苫小牧東支店
株式会社トランシス 苫小牧営業所
ネクストロジスティクス株式会社 苫小牧営業所
日の出運輸株式会社 苫小牧物流センター
建設運搬株式会社 本社営業所
株式会社シズナイロゴス 苫小牧支店
中央トラック株式会社 苫小牧営業所
北旺運輸株式会社 本社営業所
協和トラック株式会社 苫小牧営業所
東和運輸株式会社 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 沼の端営業所
佐川急便株式会社 苫小牧営業所
株式会社髙輪運輸 苫小牧営業所
株式会社三栄物流 本社営業所
北海道通運株式会社 苫小牧支店

※「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
北海道室蘭市東町２丁目２７－２
北海道室蘭市東町３丁目１－４３
北海道室蘭市東町３丁目２－１
北海道室蘭市東町３丁目２－１
北海道室蘭市日の出町１丁目６番２０号
北海道室蘭市日の出町２丁目３－１
北海道室蘭市日の出町２丁目３２番１２号
北海道伊達市松ヶ枝町４３－１７
北海道伊達市梅本町３１－１３
北海道伊達市末永町９－１４
北海道伊達市弄月町６７
北海道苫小牧市あけぼの町１丁目１番１２号
北海道苫小牧市あけぼの町１丁目２－１
北海道苫小牧市あけぼの町１丁目３番１２号
北海道苫小牧市あけぼの町１丁目６－３
北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２番１７号
北海道苫小牧市あけぼの町３丁目５－３
北海道苫小牧市あけぼの町３丁目６番９号
北海道苫小牧市あけぼの町４丁目１番７１号
北海道苫小牧市あけぼの町５丁目１－１８
北海道苫小牧市ウトナイ北４丁目５番３８号
北海道苫小牧市一本松町１２－１２，１３
北海道苫小牧市一本松町１２－４
北海道苫小牧市一本松町１３－１
北海道苫小牧市一本松町１３－３
北海道苫小牧市一本松町１５－８６
北海道苫小牧市一本松町１５番地の１８
北海道苫小牧市一本松町３番１４
北海道苫小牧市一本松町４－６
北海道苫小牧市一本松町６番地３
北海道苫小牧市字沼ノ端１８－１９
北海道苫小牧市字沼の端２－２８
北海道苫小牧市字沼の端２番地７７
北海道苫小牧市字沼ノ端４８番３号
北海道苫小牧市字柏原３２番地３８
北海道苫小牧市字柏原６－９１
北海道苫小牧市字柏原６番２０７
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電話番号
0143-44-3340
0143-43-2297
0143-44-3734
0143-42-4117
0143-44-0727
0143-43-7321
0143-47-5611
0142-23-2339
0142-23-3611
011-330-3333
0142-23-3588
0144-55-7246
0144-55-9088
0144-55-2035
0144-55-3615
0144-55-4635
0144-55-5011
0144-57-3446
0144-57-2255
0144-57-1461
0144-55-1330
0144-55-8010
011-330-3333
0144-82-9171
0144-55-7940
0144-84-7130
0144-55-4013
0144-55-4324
0144-55-4583
0144-55-5121
0144-55-8034
0144-56-0090
0144-57-2936
0144-55-0423
0144-53-3177
0144-57-8821
0144-55-5066

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
藤井石油輸送株式会社 本社営業所
旭新運輸株式会社 苫小牧支店
北豊運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 苫小牧郵便局
株式会社ホース運輸 苫小牧営業所
富士トラック株式会社 苫小牧営業所
栄光運輸株式会社 苫小牧支店
ホッコウ物流株式会社 苫小牧支店
東北陸運株式会社 苫小牧営業所
泉車輌輸送株式会社 苫小牧営業所
協伸運輸株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 苫小牧営業所
北海道西濃運輸株式会社 苫小牧支店
第三運輸株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 苫小牧営業所
株式会社ホベツ運輸 本社営業所
株式会社ベスト・トランスポート 北海道営業所
北星トラック株式会社 苫小牧営業所
エア・ウォーター物流株式会社 苫小牧営業所
タイヨウ株式会社 苫小牧営業所
室蘭海陸通運株式会社 苫小牧支店
日本通運株式会社 苫小牧営業所
株式会社北海道日新 苫小牧事業所
東乳物流サービス株式会社 苫小牧営業所
札幌通運株式会社 苫小牧支店
岩倉海陸運輸株式会社 本社営業所
幸和運輸株式会社 苫小牧営業所
苫幸運輸株式会社 本社営業所
ノーストランス株式会社 苫小牧営業所
トヨタ輸送株式会社 苫小牧営業所
栗林海陸輸送株式会社 本社営業所
王木輸送株式会社 本社営業所
極東運輸株式会社 苫小牧営業所
峰延運輸株式会社 苫小牧営業所
ホクレン運輸株式会社 苫小牧支店
日軽物流株式会社 苫小牧営業所
菱中自動車運輸株式会社 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
北海道苫小牧市字勇払１２８番地
北海道苫小牧市字勇払１４９－１０
北海道苫小牧市字勇払１５７－５
北海道苫小牧市若草町４丁目２－８
北海道苫小牧市沼の端１８－２７
北海道苫小牧市沼の端２－３４
北海道苫小牧市沼ノ端９２２番２
北海道苫小牧市沼ノ端９２３－１
北海道苫小牧市沼ノ端中央６丁目１番４１号
北海道苫小牧市植苗１６２－４
北海道苫小牧市新開町２－６－３
北海道苫小牧市新開町４－４－１１
北海道苫小牧市新明町１丁目１－１１
北海道苫小牧市新明町１丁目２－１６
北海道苫小牧市新明町１丁目２－２
北海道苫小牧市新明町１丁目２－５
北海道苫小牧市新明町１丁目２番１２号
北海道苫小牧市新明町１丁目３－２
北海道苫小牧市新明町１丁目４番１５号
北海道苫小牧市新明町１丁目６－１１
北海道苫小牧市新明町１丁目６－９
北海道苫小牧市新明町２丁目１番１２号
北海道苫小牧市新明町２丁目３－４
北海道苫小牧市新明町２丁目５番３号
北海道苫小牧市新明町３丁目２－４
北海道苫小牧市新明町３丁目５－９
北海道苫小牧市新明町３丁目５番１２号
北海道苫小牧市新明町３丁目５番１２号
北海道苫小牧市新明町４丁目１－５
北海道苫小牧市新明町４丁目１－５
北海道苫小牧市新明町４丁目２２番３号
北海道苫小牧市新明町５丁目１－１
北海道苫小牧市新明町５丁目２－６
北海道苫小牧市真砂町３６－１０
北海道苫小牧市真砂町３６番地８
北海道苫小牧市晴海町４３－３
北海道苫小牧市晴海町４３－４９
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電話番号
0144-52-2345
0144-56-1813
0144-56-0744
0144-32-3523
0144-55-7134
0144-55-0155
0144-55-5510
0144-55-5101
0144-55-6166
0144-58-2021
0144-55-4047
0144-53-0123
0144-55-6531
0144-55-2401
014-455-1651
0144-55-2550
0144-55-6446
0144-55-3071
0144-55-0421
0144-57-6630
0144-55-6241
0144-55-6238
0144-55-3171
0144-55-1756
0144-55-5291
0144-55-7373
0144-55-8216
0144-55-8216
0144-55-2072
0144-55-4721
0144-55-3001
0144-55-2525
0144-55-4425
0144-56-2242
0144-59-3611
0144-55-6837
0144-55-3441

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

登別市

浦河郡
沙流郡
様似郡

白老郡

日高郡

事業所名
株式会社ブルーハイウェイエクスプレス北海道 本社営業
所
苫小牧埠頭株式会社 晴海営業所
大北運輸株式会社 本社営業所
ナラサキスタックス株式会社 苫小牧営業所
北海道郵便逓送株式会社 苫小牧営業所
株式会社フジトランスライナー 苫小牧営業所
有限会社東開連 苫小牧営業所
株式会社まるしん運輸 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送北海道支社 警送苫小牧営業
所
北海道共販運輸株式会社 苫小牧営業所
大同運輸株式会社 苫小牧営業所
株式会社北海物流サービス 苫小牧営業所
日立物流ダイレックス株式会社 苫東営業所
アヅマ石油荷役サービス株式会社 苫小牧西営業所
北海道トナミ運輸株式会社 苫小牧営業所
松岡満運輸株式会社 苫小牧支店
株式会社上組 苫小牧支店
日正運輸株式会社 北海道営業所
ヤマト運輸株式会社 苫小牧西支店
日本郵便輸送株式会社 苫小牧営業所
アヅマ石油荷役サービス株式会社 室蘭営業所
東日本海陸輸送株式会社 室蘭営業所
北海道西濃運輸株式会社 室蘭営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 室蘭センター
ヤマト運輸株式会社 室蘭支店
ヤマト運輸株式会社 浦河支店
ヤマト運輸株式会社 富川支店
日本通運株式会社 様似営業所
東北陸運株式会社 様似営業所
札通ロジスティックス株式会社 様似営業所
ヤマト運輸株式会社 白老センター
旭新運輸株式会社 白老営業所
株式会社道央通商 白老営業所
日本郵便株式会社 静内郵便局
ヤマト運輸株式会社 静内支店

※「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

北海道苫小牧市晴海町４３－５１

0144-57-3001

北海道苫小牧市晴海町４３－５３
北海道苫小牧市晴海町４３番５３
北海道苫小牧市晴海町４３番地１
北海道苫小牧市船見町１丁目１－２４
北海道苫小牧市船見町２丁目５－３
北海道苫小牧市船見町２丁目７－１
北海道苫小牧市船見町２丁目７番１号

0144-55-5110
0144-55-8800
0144-57-8001
0144-32-2509
0144-33-3410
0144-34-5891
0144-34-5891

北海道苫小牧市双葉町１丁目１－６

0144-34-2770

北海道苫小牧市拓勇西町８丁目２番１２号
北海道苫小牧市入船町２丁目５－１１
北海道苫小牧市柏原６－３０４
北海道苫小牧市柏原６番地３０７
北海道苫小牧市豊川町３丁目２２－２４
北海道苫小牧市柳町１丁目１番２５号
北海道苫小牧市柳町１丁目２－２
北海道苫小牧市柳町２丁目８
北海道苫小牧市勇払２７９－１５
北海道苫小牧市有明町２丁目１０－２
北海道苫小牧市有明町２丁目１１番２２号
北海道登別市新生町１丁目１０番地５－２
北海道登別市千歳町２丁目１２－６
北海道登別市大和町１丁目２－１５
北海道登別市大和町１丁目２－８
北海道登別市鷲別町６丁目３７－１
北海道浦河郡浦河町堺町西１丁目８３－９３
北海道沙流郡日高町富川西７丁目１０３７番地
北海道様似郡様似町港町１０番１
北海道様似郡様似町西町２８の１
北海道様似郡様似町西町７４番１
北海道白老郡白老町字石山９－３４
北海道白老郡白老町字北吉原２２７番地
北海道白老郡白老町石山６９番２号
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目２－２
北海道日高郡新ひだか町静内高砂町１丁目１番１

0144-77-2417
0144-34-5171
0144-55-0684
0144-55-1000
0144-74-9038
0144-52-1073
0144-55-3411
0144-57-2561
0144-55-7701
011-330-3333
0144-72-8690
0143-82-5522
0143-81-5111
0143-85-8491
0143-88-0121
011-330-3333
011-330-3333
011-330-3333
0146-36-2411
0146-36-5055
050-3533-5931
011-330-3333
0144-83-2323
0144-83-9088
0146-42-8075
011-330-3333
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主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
株式会社田湯産業

勇払郡

旭川

虻田郡
旭川市

本社営業所

住所
北海道日高郡新ひだか町静内末広３丁目２０－１

佐川急便株式会社 静内営業所
松岡満運輸株式会社 新ひだか営業所
ムカワ運輸株式会社 鵡川営業所
早来工営株式会社 早来営業所
日豊運輸株式会社 厚真営業所

北海道日高郡新ひだか町静内末広町３丁目４－６
北海道日高郡新ひだか町静内木場町２丁目３５番１７
北海道勇払郡むかわ町大成町１丁目６番地
北海道勇払郡安平町早来新栄２１番地１
北海道勇払郡厚真町錦町１０－２
北海道勇払郡厚真町字浜厚真１７番１２号、１７番１８
ノーザントランスポートサービス株式会社 苫小牧営業所
号
ヤマト運輸株式会社 とうやこセンター
北海道虻田郡洞爺湖町入江５９番９、５９番２６
日本郵便株式会社 旭川中央郵便局
北海道旭川市６条通６丁目２８－１
北海道旭川市旭町１条６丁目８４１番４２，４３，２６
ヤマト運輸株式会社 旭川旭町センター
０
有限会社きし運送 本社営業所
北海道旭川市永山１２－３－２－４
北都運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山１２条３丁目１番２２号
株式会社北海小型運輸 本社営業所
北海道旭川市永山１条１丁目１番６０号
日本通運株式会社 旭川航空貨物センター
北海道旭川市永山１条２丁目３－１６
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 旭川支店
北海道旭川市永山２条１６丁目４番１０号
旭川郵便輸送株式会社 旭川営業所
北海道旭川市永山７条１丁目１－６
旭川小型運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山二条３－２－１８
株式会社明販流通 旭川営業所
北海道旭川市永山北１条７丁目２６－５
株式会社富田物流 旭川営業所
北海道旭川市永山北１条７丁目３４番地
札通トランスライン株式会社 旭川営業所
北海道旭川市永山北１条７丁目３８番地１
札幌通運株式会社 旭川支店
北海道旭川市永山北１条７丁目３８番地１
ヤマト運輸株式会社 道北主管支店
北海道旭川市永山北１条９丁目２０－１
株式会社ホームエネルギー北海道 旭川センター
北海道旭川市永山北１条９丁目２１－６
株式会社道央通商旭川 本社営業所
北海道旭川市永山北１条９丁目２５－８
北海道車輛運送株式会社 旭川事業所
北海道旭川市永山北１条９丁目３１番４号
三栄運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山北２条１１丁目３６番地の５
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店旭川事業所 北海道旭川市永山北２条７丁目１０番１
株式会社フジネット 旭川営業所
北海道旭川市永山北２条７丁目１３－２０
旭川陸送有限会社 本社営業所
北海道旭川市永山北２条７丁目１９
北興運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山北２条７丁目２３番地３
旭東運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山北２条８丁目１４－１
旭川通運株式会社 旭川営業所
北海道旭川市永山北２条８丁目１４番１
日新運輸株式会社 本社営業所
北海道旭川市永山北２条８丁目１９－４
北海道西濃運輸株式会社 旭川支店
北海道旭川市永山北３－８－１－２
日本通運株式会社 旭川警送事業所
北海道旭川市宮下通１丁目２３番地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。
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電話番号
0146-42-1440
0146-42-8811
0146-43-1311
0145-42-2556
0145-22-3731
0145-26-7688
0145-26-8522
011-330-3333
0166-23-1606
011-330-3333
0166-25-4001
0166-24-2423
0166-26-1000
0166-47-9233
0166-99-4500
0166-23-5385
0166-48-3261
0166-48-7675
0166-74-4352
0166-48-2101
0166-48-2101
011-330-3333
0166-47-1818
0166-46-2200
0166-74-7013
0166-47-6245
0166-48-4156
0166-47-1825
0166-48-3286
0166-48-1241
0166-48-7163
0166-40-1011
0166-48-4006
0166-47-1606
0166-22-7264

主な輸送品目（任意掲載）
砂利・砂・石材、廃棄物、
輸送機械・輸送機械部品

地区名 市区郡名

事業所名
幸和運輸株式会社 旭川営業所
日本図書輸送株式会社 旭川営業所
アートコーポレーション株式会社 旭川営業所
株式会社速達輸送 本社営業所
ユート運輸倉庫株式会社 旭川営業所
佐川急便株式会社 旭川営業所
株式会社新聞発送センター 本社営業所
北海道福山通運株式会社 旭川営業所
ヤマト運輸株式会社 曙センター
有限会社大吉運輸 本社営業所
ノーストランス株式会社 旭川営業所
綜合警備保障株式会社 警送北海道支社 警送旭川営業所
株式会社アサヒセキュリティ 旭川営業所
ヤマト運輸株式会社 旭川中央支店
北海道郵便逓送株式会社 旭川営業所
日本郵便株式会社 旭川東郵便局
エア・ウォーター物流株式会社 旭川営業所
有限会社東豊運輸 本社営業所
旭新運輸株式会社 本社営業所
札幌新聞輸送株式会社 旭川営業所
北海道輸送株式会社 本社営業所
有限会社旭川荷役輸送 本社営業所
株式会社北海小型運輸 東鷹栖営業所
旭川ロテック株式会社 本社営業所
幸楽輸送株式会社 旭川営業所
大立運輸株式会社 旭川営業所
ヤマト運輸株式会社 旭川東支店
株式会社サカイ引越センター 旭川支社
株式会社サンテック 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 旭川西支店
株式会社エース 旭川営業所
株式会社ロジスティクス道央 本社営業所
日本通運株式会社 旭川コンテナ事業所
ヤマト運輸株式会社 旭川北支店
泉車輌輸送株式会社 旭川営業所
札幌定温運輸株式会社 旭川営業所

※「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
北海道旭川市近文町１７丁目２７８４－１
北海道旭川市工業団地２条２丁目１－１８
北海道旭川市工業団地２条２丁目２番１３号
北海道旭川市工業団地４条２丁目１－３２
北海道旭川市工業団地４条２丁目３番２号
北海道旭川市工業団地４条３丁目１番１８号
北海道旭川市工業団地４条３丁目２番１６号
北海道旭川市工業団地一条２丁目３－２
北海道旭川市曙北２条８丁目１番８
北海道旭川市曙北３条６丁目２番１２号
北海道旭川市新星町１－１－１４
北海道旭川市大町二条３丁目５番３２号、１５５号
北海道旭川市東３条３丁目１番２５号
北海道旭川市東６条３－３３，３４，３６，３７，３
８，３９，４０
北海道旭川市東旭川町共栄１２４－５
北海道旭川市東旭川町共栄９８－４
北海道旭川市東旭川北３条６丁目９４番地１
北海道旭川市東光９条８丁目５－２
北海道旭川市東鷹栖４線１０号４－１０
北海道旭川市東鷹栖４線１０号４－１３
北海道旭川市東鷹栖４線１０号５－４
北海道旭川市東鷹栖四線１０号６番地２
北海道旭川市東鷹栖四線１０号９－４，９－３
北海道旭川市東鷹栖東１条１丁目１１９番地８８
北海道旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７
北海道旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７－５３
北海道旭川市豊岡４条６丁目１７５－４４・４６・１６
９・１７４
北海道旭川市豊岡六条４丁目１１番１６号
北海道旭川市北門町１８丁目２１５５－２
北海道旭川市末広７条４丁目５３１４－１
北海道旭川市末広東１条１４丁目２９６－９６
北海道旭川市流通団地１条３丁目３４番地１１
北海道旭川市流通団地１条４丁目５０
北海道旭川市流通団地２条２丁目２５番地１
北海道旭川市流通団地２条２丁目２７
北海道旭川市流通団地２条３－２７
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電話番号
0166-53-8279
0166-36-4595
0166-36-0123
0166-39-7588
0166-36-7337
0166-36-4155
0166-36-7833
0166-36-3433
011-330-3333
0166-23-3314
0166-26-0621
0166-59-2855
0166-29-2360
011-330-3333
0166-76-4800
0166-37-3185
0166-36-3323
0166-32-9852
0166-58-7171
0166-57-3321
0166-58-7120
0166-58-7101
0166-58-7123
0166-57-9977
0166-57-6180
0166-58-5553
011-330-3333
0166-45-1141
0166-55-0200
011-330-3333
0166-57-9958
0166-46-2205
0166-48-8731
011-330-3333
0166-47-9036
0166-48-4991

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名

共通商事株式会社 旭川営業所
札樽自動車運輸株式会社 旭川支店
山光運輸株式会社 旭川営業所
株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流 旭川営業所
有限会社産向総業 本社営業所
松岡満運輸株式会社 旭川営業所
士別市 永大運輸株式会社 本社営業所
株式会社鉱石運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道士別センター
北進運輸株式会社 本社営業所
西尾運送有限会社 本社営業所
士別運送株式会社 本社営業所
名寄市 株式会社ひまわり 本社営業所
眞鍋建運株式会社 本社
五十嵐運輸株式会社 本社営業所
士別運送株式会社 名寄営業所
有限会社おさ 本社営業所
有限会社名寄トラック 本社営業所
幸和運輸株式会社 名寄営業所
日本郵便株式会社 名寄郵便局
旭川郵便輸送株式会社 名寄営業所
松岡満運輸株式会社 名寄営業所
日通旭川運輸株式会社 名寄支店
株式会社ホームエネルギー北海道 名寄センター
ヤマト運輸株式会社 名寄支店
佐川急便株式会社 名寄営業所
株式会社中舘建設運輸 本社営業所
深川市 ヤマト運輸株式会社 深川支店
真田運輸株式会社 深川営業所
佐川急便株式会社 深川営業所
富良野市 松岡満運輸株式会社 富良野営業所
佐川急便株式会社 富良野営業所
富良野日通運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 富良野郵便局
株式会社ホッコウ 富良野営業所
富良野通運株式会社 本社営業所
留萌市 ヤマト運輸株式会社 留萌支店

※「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
北海道旭川市流通団地２条５丁目３２番地
北海道旭川市流通団地３条５丁目
北海道旭川市流通団地３条５丁目１
北海道旭川市流通団地３条５丁目５－５
北海道旭川市流通団地二条５丁目５番地３
北海道旭川末広８条５丁目５３１７－１２
北海道士別市上士別町１６線北３
北海道士別市上士別町２１線北２
北海道士別市西３条１０丁目４４３番地
北海道士別市西４条１１丁目４４９番地１
北海道士別市西４条３丁目３４０－６４
北海道士別市南町東３区４７２－３
北海道名寄市字大橋１３９－１０
北海道名寄市字徳田１００－９
北海道名寄市字徳田２３６－３－４
北海道名寄市字徳田２５６番地２９
北海道名寄市字徳田２７４番地４
北海道名寄市字豊栄１２７－４
北海道名寄市字豊栄１９６番１２
北海道名寄市西１条南２丁目１６
北海道名寄市西５条北１１丁目５８－２９
北海道名寄市西５条北１１丁目５８番地１２
北海道名寄市大通南６丁目１１番
北海道名寄市東１条南１丁目１
北海道名寄市徳田２３６－１・４
北海道名寄市徳田２８５番３
北海道名寄市風連町大町５４
北海道深川市音江町字広里５丁目９７番地
北海道深川市深川町字メム１０１
北海道深川市北光町３丁目４番３号
北海道富良野市４７４７番６
北海道富良野市花園町１－１７
北海道富良野市花園町３番７０号
北海道富良野市若松町４－１
北海道富良野市扇山７６－１
北海道富良野市朝日町１３－６
北海道留萌市沖見町２丁目２１２－１－１の内
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電話番号
0166-40-3555
0166-48-7711
0166-47-0022
0166-85-7767
0166-49-4135
0166-51-4151
0165-24-2206
0165-24-2383
011-330-3333
0165-23-4870
0165-23-1657
0165-23-2118
01654-3-1515
01654-3-2750
01654-3-6127
01654-9-4570
01654-2-5136
01654-2-4666
01654-2-2002
01654-3-3611
01654-3-9710
01654-2-2828
01654-2-4181
01654-3-5742
011-330-3333
01654-2-3811
01655-3-3285
011-330-3333
0164-22-1318
0164-23-3111
0167-22-0121
0167-39-1144
0167-22-1100
0167-23-2651
0166-48-3000
0167-22-2131
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

稚内市

雨竜郡
枝幸郡

事業所名
北新貨物株式会社 本社営業所
ケイセイ運輸株式会社 本社営業所
石油輸送株式会社 留萌営業所
株式会社丸運トランスポート札幌 留萌営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店 留萌事業
所
大同運輸株式会社 留萌営業所
ホクレン運輸株式会社 留萌営業所
真田運輸株式会社 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 留萌営業所
松岡満運輸株式会社 留萌営業所
日本郵便株式会社 留萌郵便局
堀口運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 留萌支店
日本通運株式会社 稚内支店
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店稚内事業所
北日本運送株式会社 本社営業所
真田運輸株式会社 稚内営業所
エア・ウォーター物流株式会社 稚内営業所
株式会社ホッコウ 稚内営業所
株式会社共立空輸 稚内営業所
日本郵便株式会社 稚内郵便局
錦産業株式会社 本社営業所
有限会社ミナト 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 稚内支店
松岡満運輸株式会社 稚内営業所
札樽自動車運輸株式会社 稚内営業所
佐川急便株式会社 稚内営業所
有限会社北空知貨物 本社営業所
共立運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宗谷枝幸支店
丸一運輸株式会社 中頓別営業所
有限会社山田砂利工業 本社営業所
天北運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道浜頓別センター
佐川急便株式会社 浜頓別営業所
株式会社ホッコウ 浜頓別支店

※「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

北海道留萌市開運町２丁目１－３１
北海道留萌市港町２丁目４１
北海道留萌市春日町３丁目４４番５
北海道留萌市船場町１丁目１２－３

0164-42-0012
0164-42-8118
0164-49-5051
0164-43-2236

北海道留萌市大字留萌村字ヲムロ２４４７番地１

0164-43-4737

北海道留萌市潮静３丁目１１
北海道留萌市潮静４丁目２８番地
北海道留萌市東雲町２丁目１－３
北海道留萌市南町４丁目１３３番地２２
北海道留萌市南町４丁目１４２，１４４，１４５
北海道留萌市本町１丁目３８
北海道留萌市末広町１丁目１番２８号
北海道留萌市明元町２丁目２番地
北海道稚内市開運２丁目１－７
北海道稚内市開運２丁目２３７７－２－１０
北海道稚内市港５丁目２－１４
北海道稚内市声問１丁目６－２８
北海道稚内市声問４丁目１８番２２号
北海道稚内市大黒１丁目７８番地１６
北海道稚内市中央２丁目１４４２番９
北海道稚内市中央２丁目１５－１２
北海道稚内市朝日３丁目２１８５－１４
北海道稚内市朝日６丁目７番１０号
北海道稚内市末広４－３４－６２
北海道稚内市末広４丁目３４－１
北海道稚内市末広５丁目３５番地４８
北海道稚内市末広５丁目３番１５号
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０－６４
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３８－２１０
北海道枝幸郡枝幸町字ウスタイベ１００１－１
北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７４番地６
北海道枝幸郡浜頓別町字頓別
北海道枝幸郡浜頓別町大通７丁目７番地
北海道枝幸郡浜頓別町智福１丁目８番地
北海道枝幸郡浜頓別町南２条５丁目７番地
北海道枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘３丁目１２番地

0164-42-5522
0164-43-7514
0164-42-0840
0164-42-9111
0164-42-1843
0164-42-0180
0164-42-5656
0164-42-2724
0162-23-2651
0162-73-4802
0162-23-5344
0162-27-2550
01622-6-2711
0162-24-5755
0162-23-2656
0162-23-4272
0162-32-3360
0162-34-3710
011-330-3333
0162-33-3001
0162-33-5511
0162-34-2711
0125-77-2013
0125-77-2117
011-330-3333
01634-6-2001
01634-2-3027
01634-2-2010
011-330-3333
01634-2-0333
01634-2-2180
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主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
上川郡

事業所名
北海道輸送株式会社 下川営業所
下川運輸株式会社 本社営業所
士別運送株式会社 剣淵営業所
株式会社富田通商 旭川営業所
日通旭川運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 旭川自動車事業所
ホクレン運輸株式会社 旭川支店
アイアイ引越センター株式会社 本社営業所
有限会社シティライン 本社営業所
株式会社丸善運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道美瑛センター

宗谷郡
空知郡
天塩郡

苫前郡
中川郡
利尻郡

十勝

留萌郡
礼文郡
帯広市

美瑛通運株式会社 本社営業所
士別運送株式会社 和寒営業所
株式会社テイシン 本社営業所
富良野通運株式会社 上富良野営業所
株式会社ホッコウ 天塩営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道天塩センター
ヤマト運輸株式会社 北海道豊富センター
株式会社ホッコウ 豊富営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道羽幌センター
北海道郵便逓送株式会社 音威子府営業所
利尻島運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 利尻センター
小平自動車運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 礼文センター
帯広通商株式会社 本社営業所
十勝鉄道株式会社 本社営業所
大正運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝南支店
株式会社ランテック 十勝営業所
日晶運輸株式会社 帯広営業所
株式会社富田通商 帯広支店
株式会社ルート 帯広営業所
ヤマト運輸株式会社 西帯広センター
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 帯広支店
北海道トナミ運輸株式会社 帯広営業所

※「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
北海道上川郡下川町共栄町７２番地
北海道上川郡下川町南町１２３番地
北海道上川郡剣淵町仲町４０番地１
北海道上川郡鷹栖町１３２番地６０
北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６
北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６
北海道上川郡鷹栖町７線１１号３番地
北海道上川郡当麻町３条西２丁目６番５号
北海道上川郡当麻町３条西２丁目６番５号
北海道上川郡美瑛町旭町１丁目６番１７号
北海道上川郡美瑛町大町２丁目５０３－４９，５０５－
１１
北海道上川郡美瑛町大町３丁目５０３－６４－１
北海道上川郡和寒町字南町７番地３０１
北海道宗谷郡猿払村浅茅野台地３４２番地４４６
北海道空知郡上富良野町栄町１丁目４８０６－５
北海道天塩郡天塩町字川口２６４番地１８
北海道天塩郡天塩町字サラキシ４４５３－７
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ３２２８番２４
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ２５４８番地１４
北海道苫前郡羽幌町字北町２８－６
北海道中川郡音威子府村字音威子府１４８
北海道利尻郡利尻町沓形字本町１１番２
北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字港町４６－１
北海道留萌郡小平町字小平町４３３－１４
北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ２７６－３
北海道帯広市稲田町西１線１８番地１８
北海道帯広市稲田町南９線西１３－１
北海道帯広市昭和町基線１０７－２４
北海道帯広市西１０条南３４丁目１－２５
北海道帯広市西１８条南１丁目２番地１９
北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３６
北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３９
北海道帯広市西１９条南１丁目４番１７号
北海道帯広市西１９条南４丁目２番地３３
北海道帯広市西１９条北１丁目１５－２－１
北海道帯広市西１９条北１丁目１番地２
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電話番号
01655-4-2525
01655-4-2531
0165-34-2221
0166-87-5548
0166-59-3366
0166-59-2220
0166-59-3811
0166-84-7070
0166-84-7080
0166-92-1628
011-330-3333
0166-92-1161
0165-32-2405
01635-5-7001
0167-45-2101
01632-2-2704
011-330-3333
011-330-3333
0162-82-2033
011-330-3333
01656-5-3270
0163-84-2424
011-330-3333
0164-56-2301
011-330-3333
0155-48-3111
0155-48-2488
0155-64-5356
011-330-3333
0155-67-4403
0155-38-2740
0155-38-2377
0155-67-4836
011-330-3333
0155-38-5540
0155-58-4821

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

足寄郡

事業所名
日標運輸株式会社 帯広営業所
株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 帯広支店
日本通運株式会社 帯広支店
東勝物流株式会社 本社営業所
札通トランスライン株式会社 十勝営業所
北海道郵便逓送株式会社 帯広営業所
ホクレン運輸株式会社 道東営業所
旭川通運株式会社 帯広営業所
日通帯広運輸株式会社 本社営業所
札樽自動車運輸株式会社 帯広支店
株式会社サムタック 本社営業所
ユート運輸倉庫株式会社 帯広営業所
株式会社北栄運輸 帯広営業所
株式会社新聞協同運輸 帯広営業所
マルハチ清掃株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 帯広営業所
佐川急便株式会社 帯広営業所
十勝貨物自動車株式会社 本社営業所
有限会社ケイホク運輸 帯広営業所
北海道福山通運株式会社 帯広支店
幸福運輸株式会社 本社営業所
マルハチ急行株式会社 本社営業所
札幌定温運輸株式会社 帯広営業所
株式会社道央通商 帯広営業所
株式会社エストランス 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店帯広事業所
泉車輌輸送株式会社 帯広営業所
日本郵便株式会社 帯広郵便局
ヤマト運輸株式会社 帯広支店
有限会社オオタ 本社営業所
藤本運輸株式会社 帯広営業所
松岡満運輸株式会社 帯広支店
ヤマト運輸株式会社 帯広東センター
株式会社帯広公益社 本社
丸徳運輸株式会社 本社営業所
株式会社勝建工業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝足寄センター

※「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
北海道帯広市西１９条北１丁目６番３号
北海道帯広市西２０条南１丁目 ＪＲ貨物駅構内
北海道帯広市西２０条南１丁目１－１０
北海道帯広市西２０条南１丁目１４
北海道帯広市西２０条南１丁目１４－１２
北海道帯広市西２０条南１丁目１４－４５
北海道帯広市西２０条南１丁目１４番１２号
北海道帯広市西２０条南１丁目６－１
北海道帯広市西２０条北１丁目１７－１
北海道帯広市西２０条北１丁目７－５・１０
北海道帯広市西２０条北２丁目２－１６
北海道帯広市西２０条北２丁目２３番地３
北海道帯広市西２１条南１丁目１４番地１５号
北海道帯広市西２１条北１丁目１番１号
北海道帯広市西２１条北１丁目３番２０号
北海道帯広市西２３条南１丁目１３１－１８
北海道帯広市西２３条北１丁目１５－２４
北海道帯広市西２３条北１丁目９－４
北海道帯広市西２３条北２丁目１７－３３
北海道帯広市西２４条北１丁目４－３
北海道帯広市西２４条北２丁目５－６０，５－１０２
北海道帯広市西２４条北２丁目５－６１
北海道帯広市西２４条北２丁目５－６３
北海道帯広市西２４条北２丁目５番地５１
北海道帯広市西２４条北２丁目５番地９８
北海道帯広市西２５条南１丁目３－１
北海道帯広市西２５条北２丁目２－４９
北海道帯広市西３条南８丁目１０
北海道帯広市西８条南９丁目１７番地
北海道帯広市西九条南３０丁目１１番地２
北海道帯広市西十七条南１丁目１－１２，１－１３
北海道帯広市西二十条北２丁目２６番１
北海道帯広市大通南２６丁目１４
北海道帯広市大通南８丁目２
北海道帯広市東１条南６丁目９－１
北海道足寄郡足寄町南６条７丁目２２
北海道足寄郡足寄町南７条１丁目４１
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電話番号
0155-67-1801
0155-34-5321
0155-41-1111
0155-33-8222
0155-38-2177
0155-34-2686
0155-38-4120
0155-36-4582
0155-33-2727
0155-36-5511
0155-33-3818
0155-35-9456
0155-67-5271
0155-66-7090
0155-37-6888
0155-37-1123
0155-37-5500
0155-37-3560
0155-25-0877
0155-37-5090
0155-37-2002
0155-37-5888
0155-37-6191
0155-61-0011
0155-37-5773
0155-61-1223
0155-38-8838
0155-23-1853
011-330-3333
0155-47-0913
0155-34-8618
0155-34-9111
011-330-3333
0155-24-1087
0155-23-5567
0156-25-3874
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
河西郡

河東郡

事業所名
有限会社芽室トラック 本社営業所
宮西運輸有限会社 本社営業所
株式会社北土運輸 本社営業所
眞屋運輸有限会社 本社営業所
宝勝物流株式会社 本社営業所
三ッ輪物流株式会社 帯広支店
ヤマト運輸株式会社 道東主管支店
株式会社エース 帯広営業所
札幌新聞輸送株式会社 帯広営業所
日本通運株式会社 帯広航空貨物センター
株式会社北海運輸 本社営業所
北海道西濃運輸株式会社 帯広営業所
株式会社アサヒセキュリティ 帯広
エア・ウォーター物流株式会社 帯広営業所
大北運輸株式会社 帯広営業所
有限会社たけむら 本社営業所
大立運輸株式会社 帯広営業所
タイヨウ株式会社 帯広営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 帯広営業所
株式会社三協トランスポート 本社営業所
株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流 帯広営業所
札幌通運株式会社 十勝支店
帯東運輸有限会社 本社営業所
有限会社北周急輪 本社営業所
道勝運輸株式会社 帯広
北海道通運株式会社 帯広営業所
株式会社共和貨物自動車 本社営業所
株式会社明販流通 帯広営業所
東日本海陸輸送株式会社 帯広営業所
大三運輸株式会社 帯広営業所
南日通運輸株式会社 本社営業所
幸楽輸送株式会社 十勝事業部
京北運輸株式会社 本社営業所
音更貨物自動車有限会社 本社営業所
熱原輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝北支店
株式会社エスワイプロモーション 帯広営業所

※「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
北海道河西郡芽室町芽室北１線１８－６
北海道河西郡芽室町上美生４線３５－２
北海道河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地１７
北海道河西郡芽室町東３条６丁目２－１５
北海道河西郡芽室町東芽室基線１－３０
北海道河西郡芽室町東芽室基線１３－５７
北海道河西郡芽室町東芽室基線１８－１０１
北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－２７
北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－２９
北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－３０
北海道河西郡芽室町東芽室基線２－１
北海道河西郡芽室町東芽室基線２１－１
北海道河西郡芽室町東芽室基線３番地９
北海道河西郡芽室町東芽室基線５－７
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１２－１２
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１６－１８
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１６－２６
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８－１９
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８－２４
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８番地
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８番地２４
北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２－７
北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２番１５
北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２番９
北海道河西郡芽室町東芽室北１線３
北海道河西郡芽室町東芽室北１線６－２９
北海道河西郡芽室町東芽室北１線８番地４
北海道河西郡芽室町東芽室北一線１２－４
北海道河西郡芽室町東芽室北一線１６番地２７
北海道河西郡芽室町東芽室北一線２２番地２４
北海道河西郡中札内村東３条南１丁目７
北海道河東郡音更町字音更西３線１４－２５
北海道河東郡音更町字音更西三線８番地２８
北海道河東郡音更町大通１丁目１
北海道河東郡音更町木野西通６－１
北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目２－８
北海道河東郡士幌町士幌西２線１４５番地
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電話番号
0155-62-0741
0155-66-2164
0155-62-0913
0155-62-2917
0155-62-6161
0155-62-6555
011-330-3333
0155-61-4350
0155-61-2261
0155-62-7911
0155-62-1222
0155-62-3545
0155-61-4720
0155-62-5185
0155-62-7171
0155-62-6452
0155-62-6881
0155-62-6633
0155-62-8888
0155-61-3361
0155-67-5901
0155-61-3611
0155-62-8000
0155-62-7737
0155-37-2094
0155-62-5231
0155-62-5510
0155-62-7917
0155-62-7610
0155-61-2233
0155-67-2001
0155-67-0532
0155-45-4455
0155-42-2517
0155-31-5111
011-330-3333
01564-9-6001

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

上川郡

十勝郡
中川郡

広尾郡

釧路

釧路市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 十勝士幌センター
北斗運輸株式会社 本社事業所
有限会社健勝重建 本社
株式会社道栄運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝清水センター
清水運送株式会社 本社営業所
有限会社プライドライナー 本社営業所
株式会社北栄運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 十勝東支店
有限会社東北海道トラック 本社営業所
株式会社本別運輸 本社営業所
札通トランスライン株式会社 本別営業所
長谷川運輸株式会社 本社営業所
勇足運輸有限会社 本社営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 帯広センター
有限会社十新運輸 本社
道東牛乳運輸有限会社 本社
合同通運有限会社 本社営業所
十勝光陽運輸株式会社 本社営業所
有限会社中井輸送 本社
日本通運株式会社 十勝港支店
日通帯広運輸株式会社 広尾海運事業所
十勝海運株式会社 本社
大北運輸株式会社 広尾営業所
ヤマト運輸株式会社 広尾センター
株式会社大樹貨物 本社営業所
梅田産業有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 釧路中央郵便局
栄光運輸株式会社 本社営業所
有限会社大連輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 釧路支店
札幌新聞輸送株式会社 釧路営業所
佐川急便株式会社 釧路営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 釧路営業所
有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ 本社営業所
日本通運株式会社 釧路航空貨物センター
株式会社道央通商 釧路営業所

※「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
北海道河東郡士幌町字士幌西１線１６７番地
北海道河東郡士幌町字士幌西２線１５５－７
北海道河東郡鹿追町鹿追北５線２番地２３
北海道河東郡鹿追町西町３丁目３－２
北海道上川郡清水町字清水７２９－５
北海道上川郡清水町字清水基線西１４－２
北海道上川郡清水町字清水第３線７０番２３
北海道十勝郡浦幌町字帯富１５２－２
北海道中川郡池田町利別本町２２
北海道中川郡本別町上本別８－７
北海道中川郡本別町南４丁目６－１
北海道中川郡本別町美里別４１－５
北海道中川郡本別町北６丁目２番地８
北海道中川郡本別町勇足元町１－５
北海道中川郡幕別町札内みずほ町１４３番地１１２
北海道中川郡幕別町札内西町４２－５
北海道中川郡幕別町字千住３９７－２４
北海道中川郡幕別町字千住３９７－２８
北海道中川郡幕別町字千住３９７－４
北海道中川郡幕別町字千住４７１番地１６
北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番４
北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番地４
北海道広尾郡広尾町会所前５丁目６
北海道広尾郡広尾町字紋別１８線４９
北海道広尾郡広尾町並木通西３丁目４８
北海道広尾郡大樹町字下大樹１８５－３
北海道釧路市音別町本町２丁目７３番地
北海道釧路市幸町１３丁目２－１
北海道釧路市寿２丁目７番３号
北海道釧路市昭和北１丁目２２番１２号
北海道釧路市城山１丁目３番３号
北海道釧路市新釧路町１４番１号
北海道釧路市新富士町１丁目２－１５
北海道釧路市新富士町５丁目３番５８
北海道釧路市新富士町６－１－２３
北海道釧路市新富士町６－２－１７
北海道釧路市新富士町６丁目２番２号
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電話番号
011-330-3333
01564-5-2112
0156-66-3508
0156-66-2988
011-330-3333
0156-62-2266
0156-62-5741
015-576-2677
011-330-3333
0156-22-2812
0156-22-2644
01562-2-9577
0156-22-2242
0156-23-2031
0155-56-3151
0155-21-1773
0155-56-6688
0155-56-3933
0155-56-3105
0155-56-8007
01558-2-3115
01558-2-5550
01558-2-2128
01558-5-2547
011-330-3333
01558-6-3031
01547-6-2273
0154-22-9416
0154-22-6088
0154-53-7337
011-330-3333
0154-25-8581
0154-51-9630
0154-53-1066
0154-52-3914
0154-53-2202
0154-52-1941

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

事業所名
ユート運輸倉庫株式会社 釧路営業所
丸井運輸株式会社 本社営業所
株式会社トラストライン 本社営業所
株式会社富田物流 釧路営業所
株式会社北海道丸和ロジスティクス 釧路営業所
株式会社エーシーエル物流北海道 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット北海道 釧路営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 釧路支店
ヤマト運輸株式会社 釧路西支店
北海道福山通運株式会社 釧路支店
ホッコウ物流株式会社 釧路営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 釧路センター
日晶運輸株式会社 釧路営業所
株式会社エース 釧路営業所
有限会社たけむら 釧路営業所
株式会社ランテック 釧路営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店釧路事業所
札幌通運株式会社 釧路支店
協和トラック株式会社 本社営業所
北海道西濃運輸株式会社 釧路営業所
石油輸送株式会社 釧路支店
北海道車輌運送株式会社 釧路営業所
三ッ輪物流株式会社 本社営業所
株式会社帯広運輸 釧路支店
熱原輸送株式会社 釧路営業所
日通釧路運輸株式会社 本社営業所
株式会社ルート 釧路支店
幸和運輸株式会社 釧路営業所
日本通運株式会社 北海道警送支店釧路警送事業所
日本通運株式会社 釧路支店作業運用センター
村井運輸株式会社 釧路営業所
大松運輸株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 釧路営業所
泉車輌輸送株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 釧路支店
東勝物流株式会社 釧路営業所
札樽自動車運輸株式会社 釧路支店

※「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
北海道釧路市新富士町６丁目５番６号
北海道釧路市新野２４番１０８６
北海道釧路市星が浦大通１丁目１番１２号
北海道釧路市星が浦大通２丁目５番地３
北海道釧路市星が浦大通３丁目７番１０号
北海道釧路市星が浦大通４丁目１番３７号
北海道釧路市星が浦大通４丁目３番９号
北海道釧路市星が浦大通５－１－７
北海道釧路市星が浦大通５丁目１－７
北海道釧路市星が浦大通５丁目３番９号
北海道釧路市星が浦南１－４－１
北海道釧路市星が浦南１丁目１－１０
北海道釧路市阿寒町下舌辛１２線３８番３１
北海道釧路市星が浦南１丁目３－４４
北海道釧路市星が浦南１丁目４－８
北海道釧路市星が浦南１丁目６番地４
北海道釧路市星が浦南１丁目７番９号
北海道釧路市星が浦南２丁目１番地１８
北海道釧路市星が浦南２丁目５番１１号
北海道釧路市星が浦南２丁目７－１１
北海道釧路市星が浦南２丁目７番地２号
北海道釧路市星が浦南２丁目７番地３
北海道釧路市星が浦南４丁目１－１０
北海道釧路市星が浦南４丁目５－１３
北海道釧路市星が浦北４丁目１番７号
北海道釧路市西港１丁目１００番地３２
北海道釧路市西港１丁目１００番地４
北海道釧路市西港１丁目８８番地７
北海道釧路市西港２丁目１０１番地１２
北海道釧路市西港２丁目１０１番地１３
北海道釧路市大楽毛南１－２－８
北海道釧路市大楽毛北１丁目９番３号
北海道釧路市鳥取大通４丁目１２－３
北海道釧路市鳥取南６－２－２２
北海道釧路市鳥取南６丁目１番３号
北海道釧路市鳥取南６丁目２番２号
北海道釧路市鳥取南７丁目１－３２
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電話番号
0154-55-7171
0154-57-3578
0154-65-1622
0154-55-4488
0154-52-7981
0154-68-5385
0154-51-5445
0154-52-5059
011-330-3333
0154-54-0111
0154-25-3085
0154-53-2815
0154-52-6650
0154-55-3323
0154-55-6117
0154-68-5412
0154-51-2421
0154-51-5516
0154-52-2831
0154-51-7611
0154-52-2257
0154-52-3351
0154-51-0235
0154-54-2273
0154-51-0764
0154-52-2070
0154-64-7155
0154-55-4647
0154-51-5697
0154-51-6614
0154-57-3222
0154-57-8388
0154-51-0123
0154-51-5181
0154-35-1200
0154-52-8222
0154-51-5511

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

根室市

阿寒郡
川上郡
釧路郡

厚岸郡
標津郡

北見

野付郡
白糠郡
目梨郡
北見市

事業所名
株式会社エース 釧路第二営業所
釧路急行有限会社 本社営業所
北海道郵便逓送株式会社 釧路営業所
北海道エネライン株式会社 釧路営業所
佐川急便株式会社 根室営業所
東北陸運株式会社 根室営業所
日本郵便株式会社 根室郵便局
明協運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 根室支店
大松運輸株式会社 鶴居営業所
ヤマト運輸株式会社 摩周センター
アヅマ石油荷役サービス株式会社 釧路営業所
大三運輸株式会社 釧路営業所
ヤマト運輸株式会社 釧路東支店
内陸運送株式会社 本社営業所
有限会社北創運輸 本社営業所
エア・ウォーター物流株式会社 釧路営業所
ヤマト運輸株式会社 厚岸支店
株式会社浜中運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 中標津郵便局
ヤマト運輸株式会社 中標津支店
株式会社ルート 中標津営業所
札樽自動車運輸株式会社 中標津営業所
松岡満運輸株式会社 中標津営業所
佐川急便株式会社 中標津営業所
エア・ウォーター物流株式会社 中標津営業所
日標運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 別海センター
ヤマト運輸株式会社 白糠センター
ヤマト運輸株式会社 羅臼センター
株式会社エース 北見営業所
日本通運株式会社 北見航空営業所
札樽自動車運輸株式会社 北見支店
ヤマト運輸株式会社 常呂センター
アートコーポレーション株式会社 北見営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 北見営業所
佐川急便株式会社 北見営業所

※「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
北海道釧路市鳥取南８丁目５－２０
北海道釧路市鶴野東１丁目２番１０号
北海道釧路市入江町１２－１０
北海道釧路市入舟４丁目２番１８号
北海道根室市花園町７丁目１０番地
北海道根室市月岡町２丁目８３－２
北海道根室市本町４丁目４１－２
北海道根室市厚床１丁目２１９番地５
北海道根室市宝林町５－３９－３
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西８丁目８番１
北海道川上郡弟子屈町鈴蘭４丁目１番１１号
北海道釧路郡釧路町桂５－９－６
北海道釧路郡釧路町桂木４丁目１３番地
北海道釧路郡釧路町桂木５－１３
北海道釧路郡釧路町曙１丁目１番地１５
北海道釧路郡釧路町中央４丁目３０番地４
北海道釧路郡釧路町中央５丁目３番地
北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目２４番地
北海道厚岸郡浜中町浜中桜西２４番地
北海道標津郡中標津町西５条南１丁目１－６
北海道標津郡中標津町東１３条南１丁目１２，１４
北海道標津郡中標津町東２８条北７丁目１番地５
北海道標津郡中標津町東３１条南１丁目２－２
北海道標津郡中標津町東３３条南２丁目１－９
北海道標津郡中標津町東４１条北１丁目２番地
北海道標津郡中標津町東当幌１７番地８
北海道標津郡中標津町緑町南３丁目５番地
北海道野付郡別海町別海川上町６・７
北海道白糠郡白糠町東１条北１丁目３番３，３番４
北海道目梨郡羅臼町栄町１２０番２
北海道北見市卸町１丁目６番６
北海道北見市卸町３丁目８番地２号
北海道北見市小泉２７３番地
北海道北見市常呂町字土佐４３－４，４３－６
北海道北見市新生町５６番地１９
北海道北見市清月町１８番地１
北海道北見市西三輪５丁目１番地１１
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電話番号
0154-53-1211
0154-51-3902
0154-22-3083
0154-41-8113
0153-73-2588
0153-24-1355
0153-24-2051
0153-26-2214
011-330-3333
0154-64-2451
011-330-3333
0154-39-3050
0154-38-2222
011-330-3333
0154-36-1057
0154-40-1280
0154-40-3111
011-330-3333
0153-64-2116
0153-72-3100
011-330-3333
0153-78-7295
0153-73-5511
0153-73-2221
01537-3-2588
0153-72-5788
0153-73-4060
011-330-3333
011-330-3333
011-330-3333
0157-36-0988
0157-66-1139
0157-25-3311
011-330-3333
0157-31-0123
0157-69-7151
0157-36-2751

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

網走市

紋別市

事業所名
網走交通株式会社 北見西営業所
大立運輸株式会社 北見営業所
北網運輸株式会社 北見営業所
株式会社道央通商 北見営業所
アヅマ石油荷役サービス株式会社 北見営業所
網走交通株式会社 北見営業所
株式会社ホームエネルギー北海道 北見センター
日本通運株式会社 北見物流事業所
北見日通運輸株式会社 本社営業所
札幌通運株式会社 北見支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北見営業所
北海道福山通運株式会社 北見営業所
津別トラック株式会社 北見営業所
株式会社富田通商 本社営業所
株式会社富田物流 本社営業所
株式会社ルート 北見営業所
北海道西濃運輸株式会社 北見営業所
北見郵便逓送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北見東支店
津軽運輸株式会社 本社営業所
月寒運輸株式会社 北見営業所
北見通運株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 北見支店
日本郵便株式会社 北見郵便局
北見陸送株式会社 本社営業所
北見車輌陸送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 網走支店
日本通運株式会社 網走支店
北海道郵便逓送株式会社 網走営業所
佐川急便株式会社 網走営業所
松岡満運輸株式会社 網走営業所
北網運輸株式会社 網走営業所
札樽自動車運輸株式会社 網走営業所
日本郵便株式会社 網走郵便局
エア・ウォーター物流株式会社 紋別営業所
ヤマト運輸株式会社 紋別支店
佐川急便株式会社 紋別営業所

※「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
北海道北見市西三輪６丁目１－２
北海道北見市西三輪７丁目７０９番地５
北海道北見市相内町２１４－５
北海道北見市相内町２７９番１７
北海道北見市大町７９－１
北海道北見市端野町２区８７２番地２
北海道北見市端野町三区４５４－５
北海道北見市東相内町１０８－２３
北海道北見市東相内町１０８－３２
北海道北見市東相内町１０８番地２９、３０
北海道北見市東相内町２４番地２
北海道北見市東相内町３０９－２
北海道北見市東相内町３２７－２５
北海道北見市東相内町５４－１
北海道北見市東相内町６２０番地２
北海道北見市東相内町６５４番１
北海道北見市東相内町９３７－１
北海道北見市南仲町１－４－６
北海道北見市柏陽町２８－１，４
北海道北見市文京町６１４－４７
北海道北見市豊地１４番地８号
北海道北見市豊地９３－１
北海道北見市豊地９８番１
北海道北見市北６条東１丁目１－１
北海道北見市北上３４８－１
北海道北見市北上７０５－８
北海道網走市駒場南７丁目８１番地４
北海道網走市港町４－１３
北海道網走市港町４－１８
北海道網走市港町４番９６号
北海道網走市港町４番地
北海道網走市三眺１３－８
北海道網走市字三眺１２番１１
北海道網走市南４条東３丁目８
北海道紋別市元紋別１２０番２
北海道紋別市渚滑町２－８－１２
北海道紋別市渚滑町３丁目４番７号
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電話番号
0157-36-7352
0157-66-1130
0157-66-6633
0157-66-6811
0157-69-6077
0157-67-6699
0157-56-2628
0157-36-8101
0157-36-2131
0157-36-4171
0157-36-2002
0157-36-1211
0157-36-2718
0157-36-8100
0157-36-8107
0157-66-1210
0157-36-4224
0157-23-1360
011-330-3333
0157-22-1311
0157-36-4433
015-761-1200
0157-36-5511
0157-23-2603
0157-38-2600
0157-38-2344
011-330-3333
0152-44-7151
0152-43-2868
0152-61-4111
0152-44-5285
0152-43-4315
0152-43-2711
0152-61-4062
0158-26-4181
011-330-3333
0158-23-3210

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

網走郡

斜里郡

常呂郡
紋別郡

事業所名
札幌通運株式会社 北見支店紋別営業所
札樽自動車運輸株式会社 紋別営業所
松岡満運輸株式会社 紋別営業所
網走交通株式会社 東藻琴営業所
株式会社鈴与カーゴネット北海道 美幌営業所
ヤマト運輸株式会社 美幌支店
エア・ウォーター物流株式会社 美幌営業所
北見通運株式会社 オホーツク支店
日本通運株式会社 美幌支店
ヤマト運輸株式会社 斜里センター
日本通運株式会社 網走支店ホクレン事業所
網走交通株式会社 斜里営業所
北網運輸株式会社 小清水営業所
株式会社三栄通商 本社営業所
北見郵便逓送株式会社 遠軽営業所
遠軽通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 遠軽支店
日本郵便株式会社 遠軽郵便局
ヤマト運輸株式会社 北海道興部センター
北網運輸株式会社 興部営業所
湧別小型運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北海道雄武センター

※「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
北海道紋別市渚滑町元新５丁目４５－２７
北海道紋別市渚滑町元新５丁目４５番地２７
北海道紋別市北浜町２丁目５－３
北海道網走郡大空町東藻琴６７－４
北海道網走郡美幌町稲美２００－８
北海道網走郡美幌町字稲美９０－９７
北海道網走郡美幌町字高野１０４－２７
北海道網走郡美幌町字美里２２－１
北海道網走郡美幌町美里４番５
北海道斜里郡斜里町光陽町４３番１
北海道斜里郡斜里町文光町２番地１
北海道斜里郡斜里町豊倉７０－１
北海道斜里郡小清水町字小清水１６５－２３
北海道常呂郡佐呂間町字西富９４－５
北海道紋別郡遠軽町学田１丁目５番４０，４１
北海道紋別郡遠軽町学田２－９－１
北海道紋別郡遠軽町大通り北９丁目１－４０
北海道紋別郡遠軽町大通北２丁目２－１
北海道紋別郡興部町字興部８４－４６
北海道紋別郡興部町字興部８７９－２
北海道紋別郡湧別町曙町１２５
北海道紋別郡雄武町雄武１１０９－４
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電話番号
0158-24-3175
0158-23-6711
01582-4-3226
0152-63-5111
01527-5-2181
011-330-3333
0152-73-4233
01527-3-3148
0152-73-0202
011-330-3333
0152-23-3720
0152-23-3148
0152-62-3070
01587-2-3135
0158-42-4880
0158-42-3111
011-330-3333
0158-42-2781
011-330-3333
0158-82-2259
01586-5-2046
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

