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
ミヤサキ流通株式会社 本社営業所
タカラ株式会社 本社営業所
株式会社桂商会 本社営業所
大幸運輸株式会社 本社営業所
月星海運株式会社 名古屋事業所
三英運輸株式会社 本社営業所
株式会社青山運送 名古屋営業所
磯部運輸倉庫株式会社 本社営業所
フジセーレック株式会社 名古屋営業所
宇賀田運輸株式会社 本社営業所
上組陸運株式会社 名古屋支店
株式会社明送ロジコム 本社営業所
有限会社愛知ユニック社 本社
株式会社丸二運送 南陽営業所
石黒運送株式会社 本社営業所
木村運送合資会社 本社営業所
森洋運輸株式会社 本社営業所
株式会社トーショー 名古屋営業所
白水運輸株式会社 本社営業所
株式会社アガガスネットワークサービス 本社営業所
三洋輸送株式会社 本社営業所
株式会社オーエヌトランス 本社営業所
株式会社丸玉運送名古屋 本社営業所
株式会社滋賀ユニック 名古屋営業所
ウェルポート株式会社 名古屋港
日本物流ネットワーク東海株式会社 本社営業所
渥美運輸株式会社 名古屋営業所
菱自運輸株式会社 名古屋営業所
日嶺産業株式会社 藤前営業所
株式会社東海産業 本社営業所
新潟運輸株式会社 名古屋支店
豊運輸株式会社 本社営業所
立花運輸有限会社 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。

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１－５
愛知県名古屋市港区惟信町５丁目３３－２
愛知県名古屋市港区寛政町１－２８
愛知県名古屋市港区寛政町２丁目２５
愛知県名古屋市港区空見町３１
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３番２
愛知県名古屋市港区砂美町１２２－２
愛知県名古屋市港区十一屋１丁目１０番５
愛知県名古屋市港区十一屋２－１８７
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目２１６，２２４－２
愛知県名古屋市港区十一屋二丁目３１０番地
愛知県名古屋市港区春田野２丁目３００１番地
愛知県名古屋市港区春田野一丁目１８０１番地
愛知県名古屋市港区昭和町７－１
愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目３０５番地
愛知県名古屋市港区正徳町１－７７
愛知県名古屋市港区千年３－１－２２
愛知県名古屋市港区船見町３０－５
愛知県名古屋市港区大手町六丁目２３番地
愛知県名古屋市港区築地町１－２
愛知県名古屋市港区潮見町３７－３９
愛知県名古屋市港区潮凪町１－２
愛知県名古屋市港区潮凪町１－３
愛知県名古屋市港区藤前１丁目１１２１番
愛知県名古屋市港区藤前２丁目２０５番地９
愛知県名古屋市港区藤前３－６１３
愛知県名古屋市港区藤前３－６１６
愛知県名古屋市港区藤前３－７０６
愛知県名古屋市港区藤前４丁目５１８番
愛知県名古屋市港区藤前５丁目４０１番２
愛知県名古屋市港区入場１－１５０５－１
愛知県名古屋市港区入場１丁目１９０７番地
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電話番号
052-651-6639
052-381-7474
052-653-8914
052-653-4554
052-398-1881
052-398-1177
052-304-8267
052-661-2891
052-398-6361
052-381-1781
052-382-2365
052-389-7658
052-303-2310
052-301-1665
052-611-4535
052-381-7543
052-651-8191
052-652-0800
052-611-7257
052-651-1293
052-661-2871
052-612-2284
052-384-9500
052-398-4066
080-4078-2870
052-303-5917
052-303-3381
052-303-2001
052-309-7251
052-301-7331
052-303-6211
052-382-6885
052-880-9936

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ジェイアール東海物流株式会社 名古屋営業所
岩田運輸株式会社 港営業所
日本ロジテム株式会社 名古屋営業所
有限会社大創 本社営業所
株式会社ファントランスポート 本社営業所
有限会社小島商事 本社営業所
株式会社エスラインギフ 名古屋南営業所
近物レックス株式会社 名古屋支店
大西運輸株式会社 本社営業所
株式会社マルモ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名東藤が丘支店
日本通運株式会社 守山移転引越美術品センター
中京通運株式会社 守山支店
株式会社岐阜流通 名古屋事業所
佐川急便株式会社 名古屋守山営業所
トランコムＤＳ株式会社 守山営業所
中京運輸株式会社 本社営業所
株式会社ワイエムライン 本社営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 名古屋センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋笹塚センター
二葉物産株式会社 名古屋事業所
三弘運輸株式会社 本社営業所
越秀運輸倉庫株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 西営業所
菱大ローリー株式会社 名古屋営業所
有限会社菊地運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 名古屋小田井営業所
日本郵便株式会社 名古屋西郵便局
株式会社オカダ・エキスプレス 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送愛知支社
旭運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 千種郵便局
ヤマト運輸株式会社 名古屋中支店
ヤマト運輸株式会社 千種仲田センター

※「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
愛知県名古屋市港区熱田前新田字中川東６－１
愛知県名古屋市港区品川町１丁目１９番地
愛知県名古屋市港区宝神１－２２７
愛知県名古屋市港区宝神２－２６１８
愛知県名古屋市港区宝神５－３４０６
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２１０３番地，２１０４
番地
愛知県名古屋市港区本星崎町字南３９９８－３０
愛知県名古屋市港区本星崎町字南４０４７番４
愛知県名古屋市港区名四町１４３
愛知県名古屋市守山区幸心四丁目１１２番地
愛知県名古屋市守山区四軒家２－３０７，３１９
愛知県名古屋市守山区新守山２５０２番地
愛知県名古屋市守山区新守西１９０４番地
愛知県名古屋市守山区瀬古３丁目１１７番地
愛知県名古屋市守山区瀬古東３丁目２０２４番地
愛知県名古屋市守山区青山台６２８番地３、６２８番地
８
愛知県名古屋市西区あし原町２００
愛知県名古屋市西区あし原町３０５
愛知県名古屋市西区玉池町１１３番地、１１４番地
愛知県名古屋市西区笹塚町１丁目４５番地
愛知県名古屋市西区十方町１６０
愛知県名古屋市西区上小田井２丁目３５４
愛知県名古屋市西区上名古屋１丁目１４－２
愛知県名古屋市西区赤城町１３１
愛知県名古屋市西区中小田井４丁目２６７番地
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目５３番地の１
愛知県名古屋市西区長先町１１８番地
愛知県名古屋市西区天神山町４番５号
愛知県名古屋市西区比良二丁目２４番地
愛知県名古屋市西区枇杷島２丁目６番２８号
愛知県名古屋市千種区今池１－２２１６
愛知県名古屋市千種区今池４丁目９－１８
愛知県名古屋市千種区千種２－１０２
愛知県名古屋市千種区仲田二丁目２０８番
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電話番号
052-653-9108
052-652-0205
052-389-1025
052-381-6768
052-387-6581
052-389-2675
052-619-6911
052-619-6862
052-654-2266
052-793-7871
080-6604-5479
052-792-4671
052-796-5550
052-758-5202
052-758-5602
0568-74-6721
052-502-5326
052-506-8626
052-509-4571
080-5068-3075
052-501-3511
052-501-3422
052-531-5271
0568-74-6721
052-506-2025
052-501-9882
052-506-9851
052-523-8602
052-504-4581
052-581-6500
052-744-5127
052-731-1803
052-733-6975
052-745-3461

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 名古屋千種支店
中京綜合警備保障株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鶴舞営業所
日本郵便株式会社 名古屋中郵便局
三愛ロジスティクス株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 名古屋コンテナ支店
日本郵便株式会社 中川郵便局
ヤマト運輸株式会社 名古屋金山センター
新日本物流株式会社 名古屋事業所
渡辺運輸株式会社 本社営業所
三雪運輸株式会社 本社営業所
名古屋物流サービス株式会社 本社営業所
ピアノ運送株式会社 名古屋営業所
吉川運輸株式会社 名古屋営業所
中川運輸株式会社 本社営業所
丸全中部物流株式会社 名古屋
有限会社名古屋運輸倉庫 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 富船輸送センター営業所
株式会社サカイ引越センター 名古屋西支社
セキサンドレー有限会社 名古屋営業所
西濃運輸株式会社 名古屋西支店
吉田運送株式会社 本社営業所
日本空輸株式会社 名古屋中央営業所
サツキ運送株式会社 本社営業所
株式会社名西運輸 本社営業所
有限会社マルモ物流システム 本社営業所
杉山運輸株式会社 本社営業所
株式会社宇徳組 本社営業所
アクロストランスポート株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 移転引越センター
有限会社ジョイン引越ドットコム 本社営業所
株式会社白青舎ロジコム 本社営業所
ミツマル運輸有限会社 本社営業所
株式会社朝日ウェル 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
愛知県名古屋市千種区内山２－１５１４番１、１５１３
番
愛知県名古屋市中区栄３－３５０１
愛知県名古屋市中区千代田３－２９－５
愛知県名古屋市中区大須３丁目１－１０
愛知県名古屋市中川区運河町６０１
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良町９８－１
愛知県名古屋市中川区笈瀬町２丁目５５番３
愛知県名古屋市中川区玉川町２丁目１－２
愛知県名古屋市中川区春田３丁目９０－１
愛知県名古屋市中川区小塚町１４番地
愛知県名古屋市中川区上高畑１－１５４
愛知県名古屋市中川区清船町４丁目１－１１
愛知県名古屋市中川区西日置２丁目１３番１１号
愛知県名古屋市中川区打中２－３５
愛知県名古屋市中川区東起町２丁目８番地１
愛知県名古屋市中川区百船町２－１６
愛知県名古屋市中川区富船町２丁目１番地
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字狭間４６２９
－１
愛知県名古屋市中川区伏屋３丁目１２０４番地
愛知県名古屋市中川区福川町２－１
愛知県名古屋市中川区法蔵町二丁目６番地、７番地
愛知県名古屋市中川区柳田町２－２７
愛知県名古屋市中村区宿跡町２丁目７－１
愛知県名古屋市中村区新富町２－４－２６
愛知県名古屋市中村区長筬町５丁目２０番地
愛知県名古屋市中村区並木２丁目７８
愛知県名古屋市中村区名駅南１－２８－２６
愛知県名古屋市中村区名駅南４－１１－３１
愛知県名古屋市中村区名駅南４－２－２１
愛知県名古屋市天白区島田２丁目７０８番地
愛知県名古屋市東区矢田南３－５－６
愛知県名古屋市東区矢田南３丁目５番８号
愛知県名古屋市南区丹後通３丁目３番地
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電話番号
080-5068-0824
052-261-5751
052-321-5426
052-261-6722
052-354-8060
052-363-2112
052-352-2208
080-5044-4964
052-661-2826
0567-55-2061
052-351-2321
052-353-6277
052-365-0871
052-339-2431
052-352-6121
052-381-0196
052-351-0511
052-353-4111
052-439-2711
090-8731-0662
052-678-4305
052-661-2575
052-365-3402
052-411-3341
052-482-3341
052-419-1773
052-411-5234
052-581-0611
052-563-2402
052-551-8181
052-800-8427
052-721-7331
052-721-9497
052-613-2245

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

愛西市

あま市

安城市

事業所名
池田興業株式会社 名古屋支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋南支店
日通名古屋運輸株式会社 南営業所
日通トランスポート株式会社 星崎支店
藤井運輸株式会社 本社
大成運送株式会社 本社営業所
有限会社東海パッケージ 本社営業所
株式会社高千穂運輸 本社
中部ケミカル仲継株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋熱田支店
ヤマト運輸株式会社 熱田白鳥センター
日本郵便株式会社 名古屋神宮郵便局
エーエルプラス株式会社 名古屋中央営業所
岡山県貨物運送株式会社 名古屋北営業所
日本郵便株式会社 名古屋北郵便局
有限会社慎洸 本社営業所
株式会社栄工社 柳原営業所
株式会社池田物流 本社営業所
酸和運送株式会社 名古屋営業所
株式会社原産業 本社営業所
佐屋運輸株式会社 本社営業所
株式会社カネコ運輸 佐屋物流センター
株式会社メイゴー 本社営業所
山徳運輸有限会社 津島営業所
豊栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社オールサービス 本社営業所
株式会社サンエス 本社営業所
サーラ物流株式会社 西三河営業所
株式会社トヨカサービス 本社営業所
安城高速運輸株式会社 本社営業所
株式会社東海興運 本社営業所
西三運輸株式会社 本社営業所
ワールド運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 安城営業所

※「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
愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町３－４２－１
愛知県名古屋市南区南野２－２２８
愛知県名古屋市南区南野３丁目１１番地
愛知県名古屋市南区南野３丁目１１番地
愛知県名古屋市南区豊１丁目１８０７
愛知県名古屋市南区豊田五丁目１７番１３号
愛知県名古屋市南区明治一丁目１６－７
愛知県名古屋市南区要町５－１３０
愛知県名古屋市南区六条町４丁目１１２
愛知県名古屋市熱田区４番１－３０１
愛知県名古屋市熱田区南一番町３０６番
愛知県名古屋市熱田区六野２丁目６－１
愛知県名古屋市北区清水４丁目１４－１８
愛知県名古屋市北区辻町２－１９－２０
愛知県名古屋市北区辻本通２丁目２０－１
愛知県名古屋市北区如意５丁目１１番地２
愛知県名古屋市北区柳原３－６０３
愛知県名古屋市緑区大高町字中ノ島５０番地の４
愛知県名古屋市緑区大根山２丁目１３２番地
愛知県名古屋市緑区鳴海町字杜若１０４番１
愛知県愛西市東條町嘉江口２５２番地
愛知県愛西市東條町五反田３５
愛知県愛西市北一色町東田面２１番地
愛知県あま市七宝町川部丸田５４番地 （丸田コーポ１
０１）
愛知県あま市新居屋岩屋９４
愛知県あま市西今宿梶村一５２番地の８
愛知県安城市安城町宮前１１７番地７
愛知県安城市横山町下毛賀知１３５
愛知県安城市横山町下毛賀知１４８－５０４
愛知県安城市根崎町西新切６７－１
愛知県安城市篠目町二夕又１７－１
愛知県安城市住吉町３丁目６８９
愛知県安城市昭和町１８－１６（サンヴィラ昭和Ａ棟３
０１号）
愛知県安城市新田町稲恵４６
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電話番号
052-612-2127
052-611-8113
052-613-8622
052-619-7503
052-691-6636
052-692-3301
052-698-7601
052-612-5377
052-691-5222
052-681-0374
052-659-3317
052-872-0452
052-918-8051
052-991-7136
052-911-2341
052-903-8562
052-991-7146
0526-22-8082
052-624-3650
052-891-3997
0567-31-1181
0567-33-2900
0567-55-9906
0567-28-5711
052-441-1451
052-441-0585
0566-77-9566
0563-57-1119
0565-51-7228
0566-92-2336
0566-75-0112
0566-98-4488
0566-45-6268
0566-77-7811

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
安城倉庫運輸株式会社 本社営業所
株式会社サンワ 本社営業所
商都通信株式会社 岡崎営業所
有限会社ケイライン 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 安城営業所
佐川急便株式会社 安城営業所
名鉄運輸株式会社 三河支店
東伸運輸株式会社 本社営業所
大浜運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 安城営業所
カリツー株式会社 西尾営業所
ヤマト運輸株式会社 安城和泉支店
東罐ロジテック株式会社 愛知営業所

一宮市

日本通運株式会社 名古屋北警送事業所
三重近物通運株式会社 名古屋営業所
株式会社岡田商運 一宮
株式会社マルヒデ運送 本社営業所
株式会社新井興運 本社
エーエルプラス株式会社 東海支店
ヤマト運輸株式会社 一宮西島支店

稲沢市

丸久運輸株式会社 本社営業所
有限会社東海ライン 本社営業所
株式会社原建サービス 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 岩倉営業所
萩原運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮萩原センター
ＴＧロジスティクス株式会社 一宮営業所
名鉄運輸株式会社 一宮支店
日本郵便株式会社 一宮郵便局
株式会社サカイ引越センター 一宮支社
ヤマト運輸株式会社 木曽川センター
株式会社ユーネットランス 稲沢営業所
東新物流株式会社 名古屋営業所

※「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
愛知県安城市池浦町曲尺手６２－２
愛知県安城市東栄町６丁目１３－１
愛知県安城市東栄町六丁目１１－１３
愛知県安城市藤井町本郷２４番地１
愛知県安城市二本木新町１－８－６
愛知県安城市二本木町東切替６９
愛知県安城市尾崎町大塚８１
愛知県安城市尾崎町堤下１０、１１－１、１１－６
愛知県安城市百石町１丁目７番地１５
愛知県安城市北山崎町猪山２７－１
愛知県安城市堀内町阿原８番地１
愛知県安城市和泉町庄司作８－１１
愛知県安城市和泉町北大木３－６
愛知県一宮市一宮伝法寺土地区画整理事業地４街区５画
地（従前地：一宮市丹陽町伝法寺字下蜻蛉１１０４，１
１０５，１１０６）
愛知県一宮市三ツ井６丁目８番３号
愛知県一宮市三ツ井７丁目１２－８
愛知県一宮市三ツ井８－１５－３
愛知県一宮市寺島町１丁目１番地４３
愛知県一宮市小信中島字川東３番地
愛知県一宮市西島町２－１，６－２，６－３，６－４，
６－５
愛知県一宮市千秋町町屋字五反畑２２
愛知県一宮市大和町苅安賀字中西之杁４－１
愛知県一宮市丹陽町外崎字久古４９１
愛知県一宮市丹陽町伝法寺上蜻蛉１０８０
愛知県一宮市萩原町串作字荒神田面１４００－６
愛知県一宮市萩原町西宮重字中光堂１３番１、１４番
愛知県一宮市萩原町東宮重字長原２５－２
愛知県一宮市萩原町萩原字松山５３１－３
愛知県一宮市白旗通３丁目２１
愛知県一宮市富士４丁目７番１０号
愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り１３１
愛知県稲沢市井之口大坪町７３－１
愛知県稲沢市一色森山町９３
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電話番号
0566-75-6161
0566-97-8131
0566-93-4530
0566-79-1610
0566-73-5188
0566-76-1025
0566-98-6121
0566-97-5111
0566-92-4568
0566-77-2711
0566-99-5211
0566-92-7052
0566-92-3726
0586-75-1400
0586-81-5441
0586-48-5938
0586-77-8861
0586-24-6691
0586-63-1261
080-6604-5414
0586-76-6341
0586-47-4120
0586-64-7877
0568-74-6721
0586-68-1165
080-5451-8883
0586-48-5265
0586-69-5101
0586-72-4097
0586-26-0701
080-5044-5383
0567-24-7575
0587-36-8600

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

犬山市

岩倉市
大府市

岡崎市

事業所名
名鉄急配株式会社 稲沢支店
ヤマト運輸株式会社 稲沢支店
国際運輸株式会社 本社営業所
日軽物流株式会社 稲沢営業所
マルエイ運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社サンワネッツ 稲沢営業所
株式会社ロジス・ワークス 中部流通センター
丸徳輸送株式会社 祖父江営業所
池谷運輸株式会社 本社営業所
明治サービス株式会社 名古屋営業所
名鉄急配株式会社 平和支店
株式会社ベストカーゴ 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 中京事業所
東海物流株式会社 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 犬山営業所
濃飛西濃運輸株式会社 犬山営業所
ヤマト運輸株式会社 犬山城下町センター
株式会社久津運送店 犬山営業所
柳田運輸株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 岩倉八剱センター
諸星運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社ラックサービス 大府営業所
株式会社セイリョウライン 本社営業所
株式会社丸隼運輸 本社営業所
有限会社イソショウ 本社営業所
高末急送株式会社 大府営業所
名豊運輸株式会社 本社営業所
大熊運輸有限会社 本社営業所
有限会社平下商会 本社
トヨタ輸送株式会社 長草営業所
株式会社名孝高速 豊明営業所
東興運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎稲熊センター
株式会社サカイ引越センター 岡崎支社
中京綜合警備保障株式会社 中京岡崎警送営業所

※「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
愛知県稲沢市下津下町西３－３１
愛知県稲沢市国府宮神田町４９－１
愛知県稲沢市桜木２－８－１３
愛知県稲沢市赤池山中町１１８－２
愛知県稲沢市赤池西出町１１６
愛知県稲沢市祖父江町山崎才蔵野東１４７番２
愛知県稲沢市祖父江町森上本郷八３１－１
愛知県稲沢市祖父江町本甲大溝５８
愛知県稲沢市日下部西町１－５０
愛知県稲沢市平和町下三宅菱池９３３－３
愛知県稲沢市平和町西光坊海道東３７９番地
愛知県稲沢市片原一色町勘左池３５番地の２
愛知県稲沢市片原一色町上三ツ池１番地１（１Ｆ）
愛知県稲沢市陸田白山町４６
愛知県犬山市字角池３０－１
愛知県犬山市字鳥屋越１２２－２
愛知県犬山市松本町３丁目６４，６５
愛知県犬山市中道２２番地４
愛知県犬山市味加田１－１
愛知県岩倉市八剱町五林４４２
愛知県岩倉市北島町白山１番地
愛知県大府市一屋町３丁目４５番地
愛知県大府市横根町坊主山１番地の１１６
愛知県大府市横根町箕手４１－３４４
愛知県大府市梶田町２丁目１１
愛知県大府市吉田町東端３５－２４
愛知県大府市共栄町３－１１－２０
愛知県大府市共和町上徳９番地の２
愛知県大府市若草町１丁目４３５－６
愛知県大府市長草町山口１５－５３
愛知県大府市北崎町遠山１４９－１
愛知県大府市北崎町清水ケ根１３８－３
愛知県岡崎市稲熊町八丁目２０３番
愛知県岡崎市宇頭町字久屋名３７番地１
愛知県岡崎市宮地町郷東２－１
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電話番号
0587-33-2240
080-5044-5265
0586-69-5931
0587-33-4020
0587-21-8236
0587-97-7473
0587-97-8691
0587-81-0071
0587-21-2515
0567-55-9811
0567-47-0711
0587-36-3837
0587-36-5488
0587-23-2511
0568-67-1907
0568-67-6431
080-6604-5417
0568-69-5355
0568-67-6012
080-5044-5359
0587-65-3277
0562-47-8228
0562-45-2300
0562-45-0537
0562-47-7223
0562-46-1180
0562-48-2567
0562-48-0211
0562-47-6611
0562-46-1393
0562-44-0300
0562-48-3721
080-5522-5877
056-433-1131
0564-54-0170

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

尾張旭市
春日井市

事業所名
シグマロジスティクス株式会社 岡崎営業所
日本郵便株式会社 岡崎郵便局
株式会社岡通トランスポート 本社営業所
岡崎通運株式会社 六ツ美営業所
大徳運輸株式会社 本社営業所
中洲梱包株式会社 本社営業所
松尾産業運輸株式会社 本社営業所
日通三河運輸株式会社 岡崎営業所
日本通運株式会社 岡崎営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 岡崎営業所
高末急送株式会社 岡崎営業所
尾張陸運有限会社 本社営業所
共同輸送株式会社 名古屋営業所
株式会社オリエント・サービス 下原営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井松河戸センター
株式会社橋本商事冷凍輸送 中部営業所
伸栄サービス株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 春日井支社
ヤマト運輸株式会社 春日井篠木支店
株式会社ダイショーライン 本社営業所
新潟運輸株式会社 春日井支店
名古屋東部陸運株式会社 春日井営業所
株式会社ランドキャリー 本社営業所
アート梱包運輸株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 春日井物流センター
株式会社荻野商事 中部営業所

蒲郡市

株式会社中包運輸 本社営業所
株式会社大有 名古屋営業所
株式会社丸鈴運輸 春日井営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井美濃支店
株式会社速水運輸 本社営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 新名古屋営業所
宝物流サービス株式会社 蒲郡営業所

※「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
愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内３３番地１
愛知県岡崎市戸崎町字原山４－５
愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗１８－７
愛知県岡崎市上三ッ木町字清口３２番
愛知県岡崎市生平町保毛２２番地１
愛知県岡崎市西大友町字天神６２番地４
愛知県岡崎市赤渋町字圦ノ口３１－１
愛知県岡崎市大平町欠下５１番地
愛知県岡崎市大平町字欠下５１番地
愛知県岡崎市筒針町字河原７４－２
愛知県岡崎市藤川町字小坂１３－１
愛知県尾張旭市下井町下井２０９４－３
愛知県尾張旭市東栄町４丁目１２－３
愛知県春日井市下原町字椎ノ木２２２６番１
愛知県春日井市下条町二丁目２番地１６
愛知県春日井市高蔵寺町２丁目１５６番地
愛知県春日井市高蔵寺町北１丁目１０６番地
愛知県春日井市坂下町１丁目１４９９－１
愛知県春日井市篠木町８丁目３番地３
愛知県春日井市勝川町西４丁目４２番地
愛知県春日井市上田楽町字庄司山３０３４－１他４筆
愛知県春日井市神屋町御手洗２３３０
愛知県春日井市神屋町字地福１２６５番１
愛知県春日井市大泉寺町字山畑８３４－１
愛知県春日井市鷹来町字上東光坊４６６２－１
愛知県春日井市中央通１丁目５８番地 グランデージア
イ１０１号
愛知県春日井市長塚町２－１２
愛知県春日井市東野町１０丁目２－１１
愛知県春日井市如意申町６－１６－１５
愛知県春日井市美濃町１－９５
愛知県春日井市美濃町３丁目６３番地
愛知県春日井市味美白山町１丁目７番地の６
愛知県春日井市明知町字頓明１５１４番地８２
愛知県蒲郡市拾石町東浜３１－１９
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電話番号
0564-83-7235
0564-71-3800
0564-31-3731
0564-57-5450
0564-27-6111
0564-33-0280
0564-52-6549
0564-22-8655
0564-22-6543
0564-31-0876
0564-51-5546
0561-55-0777
0561-53-1101
0568-87-6630
080-6604-5410
0568-53-0568
0568-52-8080
0568-93-1041
080-6604-5408
0568-36-1821
0568-82-1811
0568-88-5003
0568-93-9301
0568-81-4171
0568-81-2151
0568-47-0622
0568-32-7304
0568-83-0232
0568-31-1655
080-6604-5409
0568-32-6972
0568-32-9002
0568-93-9551
0533-66-2177

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

ホイテクノ物流株式会社 浜町支店
株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店蒲郡事業所
中部共栄運輸株式会社 本社営業所
ミナト運輸株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 刈谷支社
刈谷市
日本通運株式会社 刈谷営業所
サンワリューツー株式会社 本社営業所
大興運輸株式会社 刈谷支店
トヨタ輸送株式会社 富士松営業所
日豊高速運輸株式会社 刈谷物流センター
カリツー株式会社 刈谷物流センター
東海運輸株式会社 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 刈谷営業所
株式会社センターリバー 本社営業所
藤久運輸倉庫株式会社 中部事業部
北名古屋市 株式会社川紀運輸 本社営業所
鬼頭運輸倉庫株式会社 西春営業所
株式会社荒尾サポートサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北名古屋支店
希望運輸株式会社 北名古屋営業所
福山通運株式会社 名古屋支店
福山エクスプレス株式会社 名古屋営業所
株式会社サンロジスティックス 名古屋営業所
松岡満運輸株式会社 名古屋支店
株式会社中通 中部営業所
山崎商事運輸株式会社 本社営業所
清須市
大阪商運株式会社 愛知営業所
トランコム株式会社 一宮共配センター
信越定期自動車株式会社 名古屋営業所

江南市

佐川急便株式会社 名古屋西営業所
有限会社和久井総業 本社営業所
株式会社フレッシュ便中部 本社営業所
株式会社川口通商 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 一宮共配センター

※「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
愛知県蒲郡市拾石町東浜３１番１９
愛知県蒲郡市浜町１４－１
愛知県蒲郡市浜町４１
愛知県蒲郡市浜町９４－４
愛知県刈谷市一ツ木町８丁目１０番１
愛知県刈谷市一里山町下流１－１
愛知県刈谷市一里山町家下８０
愛知県刈谷市幸町３－３－１
愛知県刈谷市今岡町吹戸池７－３
愛知県刈谷市小垣江町西高根２０７番２
愛知県刈谷市小垣江町西高根２１０番地
愛知県刈谷市松栄町１－５－１３
愛知県刈谷市西境町広見１２８番地
愛知県刈谷市東新町１丁目３０１番地
愛知県刈谷市半城土町大組６－１
愛知県北名古屋市沖村山ノ神３番地
愛知県北名古屋市山之腰天神東１０８
愛知県北名古屋市山之腰天神東１５４番地
愛知県北名古屋市西之保清水田５５
愛知県北名古屋市鍛治ヶ一色端須賀７５番地１
愛知県北名古屋市中之郷八反３８
愛知県北名古屋市中之郷八反３８－１
愛知県北名古屋市六ツ師女夫越５
愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西３丁目６７番地
愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色端須賀５５番地
愛知県清須市春日郷ヶ島２８
愛知県清須市春日焼田７５
愛知県清須市春日焼田７５
愛知県清須市春日鳥出９０番、９１番、９２番、９３
番、９４番、９５番、９６番
愛知県清須市西枇杷島町古城１丁目１３－４
愛知県清須市西枇杷島町城並二丁目４番地２
愛知県清須市朝日貝塚１７５
愛知県江南市古知野町花霞２０７番地３
愛知県江南市古知野町朝日２５
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電話番号
0533-67-0660
0533-68-4620
0533-68-1381
0533-68-6666
0566-62-6211
0566-36-0039
0566-35-3060
0566-21-3415
0566-36-1132
0566-91-0231
0566-24-2301
0566-21-6330
0566-36-4840
0566-93-8031
0566-21-6309
0568-23-1152
0568-22-1518
0568-26-1919
080-6604-5421
0568-68-9589
0568-22-2121
0568-25-2932
0568-26-2650
0568-23-1616
0568-27-2400
052-508-7004
052-401-7655
052-408-5600
052-325-7360
052-509-2191
052-501-7715
052-401-7151
0587-96-9435
0586-53-1056

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

小牧市

事業所名
株式会社盛産業グループ運輸 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 東海営業所
中倉陸運株式会社 愛岐営業所
中部高速運輸株式会社 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 中京営業所
株式会社ウィズダム東海 本社営業所
美友起梱包有限会社 本社営業所
株式会社東海ロジテム 名古屋営業所
有限会社内田運送 名古屋営業所
株式会社名岐物流サービス 本社営業所
株式会社東陽運輸 名古屋支店
有限会社桃花台配送 本社営業所
株式会社ジェイ・ロジコム 小牧営業所
佐川急便株式会社 中部路線営業所
グリーンロジスティクス株式会社 中部支店
株式会社つばめ急便 小牧営業所
ハウス物流サービス株式会社 中部営業所
関東摂津運輸有限会社 小牧営業所
有限会社名古屋ササイ 本社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 小牧支店
山陽自動車運送株式会社 名古屋営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 名古屋営業所
福井貨物自動車株式会社 小牧支店
西濃エキスプレス株式会社 小牧営業所
株式会社ランテック 名古屋支店
信州名鉄運輸株式会社 名古屋支店
名鉄急配株式会社 小牧営業所
有限会社マルニシディーピー 本社営業所
日本通運株式会社 小牧ロジスティクス事業所
新三協物流株式会社 小牧営業所
岡山県貨物運送株式会社 名古屋支店
水間急配株式会社 小牧営業所
東海センコー運輸株式会社 小牧営業所
南星キャリックス株式会社 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
愛知県江南市後飛保町平野１５３番地
愛知県江南市和田町旭１６２番１
愛知県江南市和田町旭３４－１
愛知県小牧市大字三ッ渕字南播州１２４３－１
愛知県小牧市下小針中島１丁目１１２番地
愛知県小牧市下小針中島一丁目１４９番地
愛知県小牧市下小針天神１－１２９
愛知県小牧市外堀４丁目５１番地
愛知県小牧市岩崎１３４５－６５
愛知県小牧市岩崎字西巾２７７０－４
愛知県小牧市久保一色字本田屋敷１６４９，１６５１番
合併地 コーポラスヘルシーⅠ棟２０３号
愛知県小牧市三ツ渕１７４４番地の６
愛知県小牧市三ッ渕字惣作１２７７－１
愛知県小牧市三ツ渕惣作１３５０
愛知県小牧市小針三丁目６３番地
愛知県小牧市小牧原３丁目２１９番地
愛知県小牧市小牧原４－１０４
愛知県小牧市小牧原４丁目１０４番地
愛知県小牧市小木東２－３２
愛知県小牧市新小木１－９２
愛知県小牧市新小木１丁目４０
愛知県小牧市新小木１丁目４３
愛知県小牧市新小木１丁目４６
愛知県小牧市新小木１丁目９２番地
愛知県小牧市新小木２丁目６番地
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
愛知県小牧市多気西町２９６番地１０
愛知県小牧市大字横内字立野６２７番地１
愛知県小牧市大字下末字池田７２－１
愛知県小牧市大字下末字野本３７５番地２
愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７番地の４
愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹４８０番１
愛知県小牧市大字岩崎６８０
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電話番号
0587-56-6637
0587-55-4545
058-753-6788
0568-75-2106
0568-76-5428
0568-71-8965
0568-75-3060
0568-72-2845
03-3644-4327
0568-77-9668
0568-73-0777
0568-73-5230
0568-65-8231
0568-76-5330
0568-72-2511
0568-41-0066
0568-74-5055
0568-68-9321
0568-75-3335
0568-73-1211
0568-76-0255
0568-71-7696
0568-73-3165
0568-77-7358
0568-75-6111
0568-75-1917
0568-71-9750
0568-75-8890
0568-42-2260
0568-77-5062
0568-73-1255
0568-54-2130
0568-65-6791
0568-73-6705

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

新城市
瀬戸市

高浜市

事業所名
有限会社藤栄物流 本社
株式会社メイコン 小牧営業所
福岡運輸株式会社 名古屋営業所
トナミ第一倉庫物流株式会社 小牧営業所
高末急送株式会社 小牧営業所
名鉄運輸株式会社 小牧流通支店
ダイセー物流株式会社 本社営業所
株式会社トップライン 本社営業所
株式会社トヨナカ 本社営業所
澁澤陸運株式会社 愛知ターミナル
株式会社名孝高速 小牧営業所
名備運輸株式会社 本社営業所
三機陸運株式会社 本社営業所
株式会社ホーコー 本社営業所
北港運輸株式会社 小牧支店
佐川急便株式会社 小牧営業所
東海エース物流株式会社 小牧営業所
株式会社伸榮運送 本社営業所
株式会社ユース・ラット 本社営業所
東陶運送株式会社 本社営業所
株式会社成清トランスポート 本社営業所
有限会社成田運輸 本社営業所
高見起業株式会社 本社営業所
大橋運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸伊産商 本社営業所
有限会社スター物流 本社営業所
渡邊建材有限会社 本社営業所
日東運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瀬戸品野センター
山徳運輸有限会社 本社営業所
横山運輸株式会社 本社営業所
石部運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
刈谷高速運輸株式会社 本社営業所
水野運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高浜二池センター

※「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
愛知県小牧市大字三ツ渕１５１５－１
愛知県小牧市大字三ツ渕字西の門９５０番地
愛知県小牧市大字舟津字大坪１１４６－３
愛知県小牧市大字西之島烏海道５０
愛知県小牧市大字西之島字柿之木島５８０番
愛知県小牧市大字村中字足中代９２４－１，９２３－１
愛知県小牧市大字村中字池田１１１１－３
愛知県小牧市大字村中字葭池１２４５
愛知県小牧市大字大草字年上坂５９７７番４
愛知県小牧市大字入鹿出新田８２２
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大島３１４－１
愛知県小牧市中央６丁目２６３
愛知県小牧市中央６丁目３３９
愛知県小牧市東４丁目２５６番地
愛知県小牧市本庄字東向田１２３４－１
愛知県小牧市本庄南浦１０４１－３
愛知県新城市字奥井道５１－５
愛知県新城市石田字西未旨４
愛知県瀬戸市今林町１９３－１
愛知県瀬戸市山の田町１４７－１
愛知県瀬戸市山の田町１５１番地
愛知県瀬戸市山の田町４３－１８３
愛知県瀬戸市西松山町二丁目２６０番地
愛知県瀬戸市西米泉町１４５番地
愛知県瀬戸市東安戸町６番地５
愛知県瀬戸市幡野町８１－６８
愛知県瀬戸市苗場町８５－１
愛知県瀬戸市品野町１丁目１８９番１
愛知県瀬戸市平町２丁目７１番地
愛知県瀬戸市本郷町６９４番地３
愛知県高浜市小池町１丁目１１－２３
愛知県高浜市小池町二丁目１５－２１
愛知県高浜市二池町３－６－３８
愛知県高浜市二池町５－１－１，１－２
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電話番号
0568-42-0173
0568-77-3305
0568-41-2412
0568-75-1073
0568-73-0878
0568-72-1581
0568-68-9905
0568-42-1318
0568-47-0033
0568-76-4547
0568-74-7766
0568-72-3552
0568-75-5252
0568-74-7377
0568-76-3707
0568-47-1199
0568-78-3400
0536-22-2261
0536-23-1171
0561-82-4248
0561-83-3317
0561-89-5581
0561-21-1011
0561-82-0084
0561-76-6684
0561-76-2276
0561-82-7285
0561-82-7078
080-6699-0899
0561-82-7842
0561-65-5333
0566-54-3785
0566-54-0377
0566-52-2233
080-5481-6496

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

田原市

知多市

事業所名

株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店
知立市

津島市
東海市

住所

コネクト物流株式会社 本社営業所
暁輸送株式会社 高浜営業所
協進運輸株式会社 田原営業所
株式会社藤城運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 田原営業所
名城運輸有限会社 田原営業所
ヤマト運輸株式会社 田原支店
渥美運輸株式会社 田原営業所
近物レックス株式会社 渥美営業所
三河重機興業株式会社 田原営業所
愛知陸運株式会社 田原営業所
名波陸送株式会社 田原営業所
株式会社ユーネットランス 田原物流センター
サーラ物流株式会社 田原営業所
トヨタ輸送株式会社 田原営業所
株式会社トーカイ 名古屋営業所
有限会社ビック・ワン 本社営業所
名港陸運株式会社 本社営業所
三糧輸送株式会社 知多営業所
株式会社丸運 知多営業所

愛知県高浜市八幡町４－２－１２
愛知県高浜市豊田町１丁目２１４－１９
愛知県田原市浦町北浦１２３－２
愛知県田原市加治町恩中５９－２
愛知県田原市神戸町深田４１－２
愛知県田原市神戸町大坪５番１
愛知県田原市神戸町大坪７－１，８
愛知県田原市谷熊町森下１０－２
愛知県田原市保美町西原６９１
愛知県田原市豊島町榎沢７７番１
愛知県田原市緑が浜２号１番２６
愛知県田原市緑が浜４号１番２８
愛知県田原市緑が浜二号１番３５
愛知県田原市緑ケ浜１号１１番１
愛知県田原市緑ヶ浜３号８番
愛知県知多市八幡字岩の脇２７番地１０
愛知県知多市八幡字深山口５０番地の５
愛知県知多市北浜町２４－１０
愛知県知多市北浜町２４番５号
愛知県知多市北浜町２６－２
知多事業所 愛知県知多市北浜町５

知立大興株式会社 本社営業所
株式会社日新 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 知立支店
名鉄運輸株式会社 名古屋西支店
東陽物流株式会社 東海営業所
株式会社ショウエイ 本社営業所
有限会社蟹江通商 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 名古屋南
株式会社アックス 本社営業所
株式会社アイティー物流 東海営業所
株式会社上組 東海支店
日通名古屋製鉄作業株式会社 本社営業所
近畿石油輸送株式会社 営業部 東海営業所

※「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。

愛知県知立市西町宮腰２０番地
愛知県知立市西町宮腰２０番地
愛知県知立市南陽２－１２７，１２８
愛知県津島市元寺町２－１３－１
愛知県東海市加木屋町御林１－６５
愛知県東海市荒尾町下大脇６番地８
愛知県東海市荒尾町大高根２－２
愛知県東海市新宝町５０７番３９
愛知県東海市浅山３丁目２０２番地
愛知県東海市浅山三丁目７６番地
愛知県東海市東海町５－３
愛知県東海市東海町５－３ 新日鐵住金構内
愛知県東海市南柴田町イノ割４４－１１
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電話番号
0566-52-7388
0566-91-5964
0531-23-7579
0531-22-0433
0532-29-7700
0531-22-6170
080-5481-7241
0531-22-1267
0531-32-1271
0531-22-5622
0531-23-2121
0531-24-0173
0531-24-1818
0531-23-4840
0531-23-1850
0562-85-9802
0566-52-4992
056-255-1332
0562-55-5151
0562-33-2951
0562-39-3200
0566-81-1135
0566-81-1008
080-5043-3240
0567-28-3171
0562-31-2500
052-689-0206
052-601-9797
052-603-3011
052-629-3939
052-602-1357
052-603-6131
052-601-2611
052-603-1385

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

常滑市
豊明市
豊川市

豊田市

事業所名
川一産業株式会社 名古屋支店東海営業所
ヤマト運輸株式会社 東海支店
明倫運輸株式会社 東海営業所
名和陸運有限会社 本社営業所
丸全昭和運輸株式会社 中部特輸営業所
中日本マルエス株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 名古屋製鉄事業所
青葉運輸株式会社 本社営業所
有限会社渡邉運輸 本社営業所
豊明運輸株式会社 本社営業所
サンセツ運輸株式会社 本社営業所
ウカイ梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社サンワネッツ 豊川営業所
スリーエー物流株式会社 本店営業所
清好運輸株式会社 北営業所
有限会社前田運送 一宮営業所
有限会社美宏商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊川支店
日通東愛知運輸株式会社 本社営業所
昭豊運輸株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 豊川支店
秋田運輸株式会社 豊橋営業所
岡山県貨物運送株式会社 豊川営業所
サーラ物流株式会社 輸送豊川営業所
第一貨物株式会社 豊橋支店
近物レックス株式会社 豊橋支店
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 豊川営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 豊川営業所
タカラ梱包輸送株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 豊橋支店
西濃エキスプレス株式会社 豊川営業所
福山通運株式会社 豊橋支店
名鉄急配株式会社 豊橋営業所
大橋運輸株式会社 豊田
エーナン運輸株式会社 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
愛知県東海市南柴田町トノ割２６６－１６
愛知県東海市富貴ノ台５－１０６，１１６
愛知県東海市名和町五番割３番地の１
愛知県東海市名和町五番割８９－１，８４－２
愛知県東海市名和町後酉８７番地１
愛知県東海市名和町二番割下１－１
愛知県東海市名和町二番割下３３－１、２
愛知県東海市名和町二番割中１９番地１
愛知県常滑市千代ヶ丘２丁目５２番地
愛知県豊明市新田町錦１－７
愛知県豊川市伊奈町慶応３５０番地１
愛知県豊川市伊奈町南山新田３１２－７
愛知県豊川市伊奈町野川２４－５
愛知県豊川市為当町三津市場５２番１
愛知県豊川市一宮町宮前１６２－１
愛知県豊川市一宮町錦１３７
愛知県豊川市一宮町泉１０９－５
愛知県豊川市牛久保町城下８
愛知県豊川市牛久保町城下８５－１
愛知県豊川市御津町広石字市場３６－３
愛知県豊川市桜町３－３－１０
愛知県豊川市篠束町仲堀５番１
愛知県豊川市篠田町市道１０
愛知県豊川市宿町野川１番地２７
愛知県豊川市小坂井町道地３０番地１
愛知県豊川市小坂井町八幡田９－２
愛知県豊川市大堀町７０
愛知県豊川市穂ノ原３－２－７
愛知県豊川市穂ノ原３丁目２番地２２
愛知県豊川市本野ケ原３－６３
愛知県豊川市本野ヶ原３丁目８５
愛知県豊川市本野ヶ原４丁目１番地
愛知県豊川市本野ヶ原三丁目６３番地
愛知県豊田市衣ヶ原３丁目１１番地
愛知県豊田市永覚町下山畑８６－１
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電話番号
052-603-5415
052-601-5704
052-604-7611
052-603-5130
052-603-8775
052-604-7734
052-603-0659
052-689-2221
0569-34-5825
0562-93-8770
0533-78-2323
0533-78-3518
0533-73-2311
0533-75-6096
0533-93-5179
0533-93-0102
0533-80-7307
080-5043-3011
0533-84-8131
0533-75-2770
0533-84-2111
0533-72-3288
0533-93-6535
0533-85-5953
0533-72-7191
0533-78-4151
0533-83-2120
0533-80-2600
0533-86-8211
0533-85-0381
0533-85-3382
0533-85-1331
0533-65-7772
0565-54-0084
0565-21-2793

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
総和運輸株式会社 下市場営業所
株式会社ＨＯＴＲＥＸ 本社営業所
トヨタ輸送株式会社 本社営業所
有限会社大新運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛知足助センター
日本通運株式会社 豊田支店
南星キャリックス株式会社 豊田営業所
三栄工業株式会社 輸送事業部
有限会社佐々木梱包 本社営業所
株式会社森商 本社営業所
日本郵便株式会社 豊田郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊田小坂本町センター
ヤマト運輸株式会社 豊田若宮センター
株式会社内山 本社営業所
日豊高速運輸株式会社 豊田営業所
株式会社ユーネットランス 本社営業所
松岡満運輸株式会社 豊田営業所
エムケー物流株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 豊田物流センター
株式会社鈴商 本社営業所
朝日ケ丘運輸株式会社 本社営業所
トヨキン株式会社 貞宝工場営業所
トヨタ輸送株式会社 堤営業所
夏目運輸株式会社 豊田営業所
ウェルポート株式会社 愛知豊田営業所
丸東運輸株式会社 豊田営業所
株式会社バンテックセントラル 豊田営業所
太平産業株式会社 豊田支店
山城急配株式会社 本社営業所
岡通運輸株式会社 本社営業所
株式会社チヨダロジスティックスナゴヤ 本社営業所
岩田運輸株式会社 豊田営業所
トヨタ輸送株式会社 高岡営業所
メイシン運輸株式会社 本社営業所
豊商運株式会社 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
愛知県豊田市下市場町３丁目１９番地
愛知県豊田市丸山町３－４７－１
愛知県豊田市元町２
愛知県豊田市御船町山ノ神５６番地２９３
愛知県豊田市御蔵町池鳥１０番地１
愛知県豊田市広久手町３－２４
愛知県豊田市荒井町寿田２１番
愛知県豊田市高岡町巾着２６
愛知県豊田市三軒町５丁目２６－１
愛知県豊田市三軒町８丁目８２番地
愛知県豊田市十塚町２丁目１６－１
愛知県豊田市小坂本町２丁目６２番地１
愛知県豊田市松ヶ枝町３丁目６番１
愛知県豊田市浄水町原山１－１０１，１－１３７
愛知県豊田市深見町木戸３７０番地
愛知県豊田市深田町１丁目１２６－１
愛知県豊田市西岡町長土井３８番地１
愛知県豊田市西中山町東宮前３２－１
愛知県豊田市前林町住吉３２・３３・３４
愛知県豊田市大林町１０丁目３番地７
愛知県豊田市朝日ケ丘３－２５
愛知県豊田市貞宝町貞宝８番地１８５
愛知県豊田市堤町寺池７７－１
愛知県豊田市堤町寺池８９－１
愛知県豊田市堤町道田２１－８
愛知県豊田市堤町六本松３－１
愛知県豊田市堤本町落田６
愛知県豊田市田籾町広久手６１４－３５
愛知県豊田市日之出町１－７－８
愛知県豊田市福受町下ノ切２１８－２，２１９
愛知県豊田市福受町中ノ切２１６
愛知県豊田市本町高耕３０番地６
愛知県豊田市本田町三光６－１
愛知県豊田市本田町神明戸２２
愛知県豊田市竜神町桃山１０
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電話番号
0565-31-2323
0565-28-5384
0565-28-5554
0565-46-8731
080-6604-5437
0565-31-8748
0565-46-0220
0565-53-8125
0565-33-1561
0565-42-5951
0565-32-0320
080-6604-5424
080-6699-0676
0565-45-8977
0565-75-3010
0565-71-5555
0565-81-0160
0565-76-2411
0565-51-3100
0565-51-2511
0565-32-7111
0565-34-2020
0565-52-2132
0565-53-3588
0565-51-1781
0565-53-3081
0565-51-1742
0565-48-2400
0565-32-0456
0565-21-1379
0565-21-5702
0565-53-0400
0565-52-2123
0565-53-6221
0565-28-6955

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
豊橋市

事業所名
株式会社サカイ引越センター 豊橋支社
株式会社犬塚運輸 本社営業所
あさひ物流株式会社 本社営業所
有限会社ツツイコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋新栄支店

長久手市
西尾市

日本陸送株式会社 豊橋営業所
株式会社ゼロ 豊橋カスタマーサービスセンター
斉藤運送有限会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 豊橋営業所
豊橋港陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋神野支店
五島海運株式会社 豊橋営業所
東海ワークス株式会社 豊橋物流センター営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 豊橋出張所
衣浦物流株式会社 豊橋営業所
中協運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋川崎センター
レンゴーロジスティクス株式会社 豊橋営業所
日本郵便株式会社 豊橋南郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊橋小鷹野支店
ヤマヒロ運送株式会社 本社営業所
株式会社藤通 本社営業所
日本通運株式会社 豊橋物流センター
渥美運輸株式会社 トピー事業所
河合陸送有限会社 本社営業所
トラスト運輸有限会社 本社営業所
豊塩運送株式会社 明海営業所
豊橋センコー運輸株式会社 本社営業所
和泉運輸株式会社 豊橋営業所
秋田運輸株式会社 明海営業所
五島運輸倉庫株式会社 豊橋営業所
株式会社フジ流通 愛知営業所
有限会社高蔵運送 本社営業所
羽塚運輸株式会社 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
愛知県豊橋市下地町橋口４６－２
愛知県豊橋市牛川町字ギロウ２９番１
愛知県豊橋市原町字狢山９
愛知県豊橋市小向町字内田１３番地の８
愛知県豊橋市新栄町字南小向５１－１，５２－１，５３
－１，５４，５４－１，５４－２，５４－３
愛知県豊橋市神野ふ頭町１－１２
愛知県豊橋市神野ふ頭町３－２５
愛知県豊橋市神野ふ頭町３番地１９
愛知県豊橋市神野新田町タノ割５３番地
愛知県豊橋市神野新田町字カノ割８１
愛知県豊橋市神野新田町字タノ割５３
愛知県豊橋市神野新田町字ヌノ割１４番地１
愛知県豊橋市神野新田町字メノ割３３番地２
愛知県豊橋市神野西町１丁目１－７
愛知県豊橋市神野西町１丁目２
愛知県豊橋市石巻本町字日名倉２－５
愛知県豊橋市川崎町２８４番５
愛知県豊橋市中原町字大池１
愛知県豊橋市中野町字上新切１－１
愛知県豊橋市忠興３－１０－５
愛知県豊橋市天伯町字東天伯５－３
愛知県豊橋市天伯町字美吉９－１
愛知県豊橋市北島町字中川原１４１－２
愛知県豊橋市明海町１番地
愛知県豊橋市明海町２－５９
愛知県豊橋市明海町２番地３４
愛知県豊橋市明海町３３－３７
愛知県豊橋市明海町３３番地の１２
愛知県豊橋市明海町４番５０号
愛知県豊橋市明海町５番地１
愛知県豊橋市明海町５番地１
愛知県長久手市打越５１６番地
愛知県西尾市下町毛勝１５番地２６
愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０－１
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電話番号
0532-57-5511
0532-54-8880
0532-41-2181
0532-34-7881
080-6698-6426
0532-34-7600
0532-33-5570
0532-33-1588
0532-34-2519
0532-31-2310
080-5451-7662
0532-34-7210
0532-34-2251
0532-35-1203
0532-33-2758
0532-88-0719
080-5481-7248
0532-41-3195
0532-47-6902
080-5043-3230
0532-37-5570
0532-37-0450
0532-52-6378
0532-25-2012
0532-25-5501
0532-29-2930
0532-25-2932
0532-25-4621
0532-23-2832
0532-39-4408
0532-29-2722
0561-62-4939
0563-57-1022
0563-59-8308

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

半田市

碧南市

みよし市

弥富市

事業所名
名城運輸有限会社 本社営業所
エイト商会株式会社 本社営業所
有限会社中鋳物流 本社営業所
株式会社井上運輸 本社営業所
河合商運有限会社 本社営業所
エスケイライン株式会社 本社営業所
株式会社今井重機 本社営業所
黒川商事株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 西尾営業所
名鉄運輸株式会社 半田支店
名鉄急配株式会社 半田営業所
株式会社フジトランスライナー 半田営業所
株式会社杉田商店 本社営業所
ダイセー倉庫運輸株式会社 半田営業所
角谷運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 半田郵便局
久栄運輸株式会社 本社営業所
伊藤運輸株式会社 半田営業所
山治運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 半田乙川センター
ロジテック株式会社 碧南営業所
中電輸送サービス株式会社 碧南営業所
株式会社大興 名古屋
岩田運輸株式会社 三好営業所
小出運送株式会社 本社営業所
野元工業株式会社 本社営業所
株式会社東海車輌 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三好ヶ丘センター
株式会社カネックス 本社営業所
伊勢湾陸運株式会社 本社営業所
株式会社日硝ハイウエー 弥富

住所
愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０番地
愛知県西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷１７番地の６
愛知県西尾市吉良町上横須賀的場３番地３
愛知県西尾市新在家町村北６－１
愛知県西尾市新在家町中土井１１－３
愛知県西尾市新村町元屋敷２６５番地２
愛知県西尾市丁田町上ノ切４８－１，４７－１
愛知県西尾市楠村町明神左右１２－１
愛知県西尾市楠村町明神左右１４－２
愛知県半田市１１－１８－９
愛知県半田市１１号地１８番９
愛知県半田市１１号地１９－２
愛知県半田市港町３－１２６
愛知県半田市州の崎町２番地１１４
愛知県半田市瑞穂町４－７－５
愛知県半田市東洋町１丁目５－２
愛知県半田市日東町１－６
愛知県半田市日東町１番２１号内
愛知県半田市飯森町８－２
愛知県半田市浜田町１丁目６９－２
愛知県碧南市玉津浦町２－１３
愛知県碧南市港南町二丁目８－２
愛知県碧南市明石町１０
愛知県みよし市三好町東山５番地３９
愛知県みよし市西一色町池ノ内１３番地１
愛知県みよし市福谷町根浦２７番地６４１
愛知県みよし市明知町八和田山２番地２３
愛知県みよし市莇生町郷浦８
愛知県弥富市東末広７丁目２７－２
愛知県弥富市鍋田町八穂１５２－１
愛知県弥富市鍋田町六野５２番地

電話番号
0563-35-3100
0563-35-3172
0563-35-2393
0563-54-3292
0563-54-3795
0563-52-0188
0563-54-7108
0563-55-9777
0563-58-8811
0569-21-2551
0569-23-1171
0569-23-7400
0569-21-4076
0569-29-6700
0569-21-1822
0569-21-0600
0569-24-6067
0569-23-7297
0569-22-3138
0569-25-1346
0566-48-5721
0566-48-5093
0566-43-5831
0561-34-3073
0561-34-4888
0561-31-0126
0561-32-0211
080-5045-8657
0567-52-0885
0567-69-2008
0567-66-5118

濃飛倉庫運輸株式会社 名古屋港ロジスティクスセンター 愛知県弥富市楠２丁目６５番２８

0567-66-3101

東陽物流株式会社 西部営業所
由良陸運株式会社 本社営業所

0567-66-3200
0567-68-2751

※「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。

愛知県弥富市楠３丁目９番１号
愛知県弥富市楠三丁目１５番地２
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

海部郡

立正オート運輸株式会社 本社営業所
有限会社美祢システム輸送 本社営業所
一宮運輸株式会社 十四山営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 名古屋営業所
株式会社ジェイ・ロジコム 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 蟹江支店
三新運輸株式会社
松栄運輸株式会社
丸金運輸株式会社
和興運輸株式会社

本社営業所
港営業所
本社営業所
本社営業所

道徳運輸株式会社 本社営業所
道徳運輸株式会社 トビシマセンター
有限会社丸昭配送 本社営業所
株式会社大興 名古屋港営業所
鈴與自動車運送株式会社 名古屋営業所
森吉通運株式会社 名港営業所
三興陸運株式会社 港営業所
株式会社メイサク 本社
ダイトートラックス有限会社 本社営業所
株式会社ユーネットランス 名港営業所
共同運輸株式会社 本社営業所
協和陸運株式会社 本社営業所
弘田運輸株式会社 本社営業所
東郷運輸株式会社 本社営業所
愛知郡
ヤマト運輸株式会社 東郷センター
秋田運輸株式会社 東郷営業所
トランコムＤＳ株式会社 三ヶ根営業所
額田郡
西春日井郡 佐川急便株式会社 名古屋北営業所
株式会社栄光社 豊山営業所
川崎陸送株式会社 名古屋営業所
丹羽郡
トナミ運輸株式会社 小牧支店
ヤマザキマザック運輸株式会社 本社営業所
和束運輸株式会社 中部営業所

※「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
愛知県弥富市富島２丁目２４番地２
愛知県弥富市平島町甲新田７８番地１
愛知県弥富市六條町中切６
愛知県海部郡蟹江町錦１－１１
愛知県海部郡蟹江町今西１－１１４
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字八反割１１８，１１
９
愛知県海部郡飛島村金岡７－２
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字宮東１３－２
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅５９
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字東梅４－３
愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷東ノ割１４９
－６
愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷東ノ割１４９
－８
愛知県海部郡飛島村大宝七丁目９９番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷８丁目１２５番地
愛知県海部郡飛島村東浜２－１－１４
愛知県海部郡飛島村東浜２－２３－２
愛知県海部郡飛島村東浜２－２３－２
愛知県海部郡飛島村東浜２丁目１－１１
愛知県海部郡飛島村木場２丁目２２番地
愛知県海部郡飛島村木場２丁目６４－１
愛知県海部郡飛島村木場２丁目９８番地
愛知県海部郡飛島村木場一丁目１２番地
愛知県海部郡飛島村木場二丁目３２番地
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字杉ノ木１６番地１
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山１５８番２４３
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪池上８番１
愛知県額田郡幸田町大字深溝字上池田４１
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸８０－１
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川７７
愛知県丹羽郡大口町外坪１丁目１５番地
愛知県丹羽郡大口町新宮２丁目６１
愛知県丹羽郡大口町竹田三丁目７１５
愛知県丹羽郡大口町中小口３丁目４６２
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電話番号
0567-68-4848
0567-68-5881
0567-52-2411
0567-96-5712
0567-96-4582
0567-96-5958
0567-55-0020
0567-52-1911
0567-55-2350
0567-55-2568
0567-55-1229
0567-55-1229
0567-56-5556
0567-69-5064
0567-55-2427
0567-55-2800
0567-55-2727
0567-57-0771
0567-55-0016
0565-55-0565
0567-57-0781
0567-57-0303
0567-55-0525
0561-38-2255
080-6699-9051
0561-37-5700
0568-74-6721
0568-39-1761
0568-29-1254
0587-94-1910
0587-95-8551
0587-95-1515
0587-81-8002

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

知多郡

事業所名
名鉄運輸株式会社 大口流通支店
株式会社マルト輸送センター 名古屋支店
大昭運輸株式会社 本社営業所
有限会社まるさ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阿久比センター
有限会社栄和商会 本社営業所
有限会社ヤマミ運送 本社営業所
有限会社朝田鮮冷輸送 本社営業所
アサガミ株式会社 知多営業所
株式会社ユートランス 本社営業所
山本運送株式会社 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
愛知県丹羽郡大口町中小口４丁目１０
愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２８１番地
愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目１番地
愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５２５
愛知県知多郡阿久比町大字宮津字宮天神２９－１
愛知県知多郡東浦町大字藤江字須賀８３番地の１
愛知県知多郡南知多町大字山海字土間１２番地５
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字高浜６４
愛知県知多郡武豊町塩田１番地
愛知県知多郡武豊町大字東大高字中浜田６３－１
愛知県知多郡武豊町大字富貴字砂水９１－２
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電話番号
0587-94-1561
0587-96-0810
0587-94-3551
0587-96-0341
080-5481-5732
0562-84-2400
0569-62-2688
0569-65-0709
0569-24-2950
0569-72-4623
0569-72-5816

主な輸送品目（任意掲載）

