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
株式会社ベストユニティ 本社営業所
株式会社ドリーム観光バス 手稲営業所
北海道急行運輸株式会社 本社
株式会社新聞協同運輸 札幌営業所
サッポロコーシュン株式会社 本社営業所
札幌軽量急送株式会社 清田
エムズメッセ株式会社 本社営業所
札幌三信運輸株式会社 里塚営業所
不二運輸株式会社 本社
アートコーポレーション株式会社 札幌西営業所
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
村井運輸株式会社 本社
株式会社札幌輸送サービス 本社営業所
株式会社ニルス 札幌西営業所
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
ヤマト運輸株式会社 札幌中央市場支店
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
株式会社ルート 札幌営業所
株式会社アスカ運輸 本社
有限会社細井運輸 札幌営業所
株式会社たまき運輸 本社営業所
株式会社明販流通 本社営業所
北海道センコー株式会社 札幌車輌センター
アートコーポレーション株式会社 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
殖産運輸株式会社 本社
丸喜運輸株式会社 本社
株式会社札幌清興サービス 本社営業所
丸富常盤建設運輸株式会社 本社
新成運輸株式会社 本社
丸真運輸有限会社 本社営業所
八進運輸株式会社 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
北海道札幌市手稲区曙１１条２丁目３－２０
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５条５－３－２
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平岡１条２丁目１２番１４号
北海道札幌市清田区平岡２条４丁目１番２８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里塚１条１丁目５２９番地９
北海道札幌市清田区里塚緑が丘９丁目２番１号
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
北海道札幌市西区発寒１６条１２－１－２０
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４丁目７－８
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
北海道札幌市中央区北１１条西２１丁目２番２９号
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
北海道札幌市東区中沼西１条１丁目７番１号
北海道札幌市東区中沼町７８番地９３
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苗穂３条１丁目１４－２３
北海道札幌市東区苗穂町１４丁目２－１
北海道札幌市東区苗穂町１５丁目１－１
北海道札幌市東区北３４条東２７丁目６番１０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５１条東７－３－５
北海道札幌市東区北丘珠１条４－２－１
北海道札幌市東区北丘珠４条４丁目３番６号
北海道札幌市南区常盤５条２丁目１０３
北海道札幌市白石区栄通３－２－２２
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上町４条２丁目１３６番６１
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電話番号
011-695-7200
011-683-7700
011-694-6311
011-888-9777
011-886-3960
011-771-3322
011-884-0862
011-815-3434
011-881-1260
011-668-0123
011-662-4482
011-676-1141
011-661-3145
011-663-0770
011-688-8264
011-665-1251
011-665-1251
011-330-3333
011-641-7411
011-330-3333
011-776-6696
011-792-2233
011-783-4095
011-790-5888
011-748-7377
011-731-3112
011-785-0123
011-780-7890
011-764-5323
011-791-1708
011-790-3636
011-591-7735
011-851-6755
011-872-5437
011-820-7700

H29.12.12
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
株式会社アスビック 本社営業所
アドバンスクリエイト株式会社 本社
共通運送株式会社 本社営業所
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
有限会社ビーエヌ企画 本社営業所
しらいトランク・サポート株式会社 本社
株式会社エフジェイ道路 本社営業所
日標運輸株式会社 札幌
東札幌輸送株式会社 本社
佐川急便株式会社 北海道航空営業所
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
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
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
三ッ輪物流株式会社 白石
大立運輸株式会社 札幌営業所
日通札幌運輸株式会社 本社
大友運送株式会社 大谷地流通センター営業所
日本通運株式会社 新札幌物流センター
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
有限会社一誠産業 本社
大同産業株式会社 札幌南営業所
株式会社巨都運輸 札幌西営業所
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
株式会社トータル運輸 本社営業所
株式会社さくらスマイルコーポレーション 西営業所
北創運輸株式会社 本社営業所
有限会社札新運輸 本社
株式会社道央通商 北空知支店
北海丸善運輸株式会社 本社
大同産業株式会社 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

北海道札幌市白石区東札幌３－１－１－３
北海道札幌市白石区南郷通１９丁目北１番３１号
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３条３丁目６－２４
北海道札幌市白石区米里３条３丁目６番２４号
北海道札幌市白石区北郷３条５丁目１番８号１０３
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９条９丁目３番２７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
北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－５０

011-815-1300
011-868-7515
011-862-8288
011-788-6688
011-799-0231
011-598-0328
011-598-0207
011-879-7333
011-879-7856
011-879-5595
011-863-2321
011-864-7111
011-860-7711
011-598-7500
011-862-3585
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３丁目１番３４号
北海道札幌市白石区流通センター５－２－２１
北海道札幌市白石区流通センター５－３－１５
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７丁目５－１
北海道札幌市豊平区月寒東１条１６丁目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平岸４条１４丁目２１９番地３
北海道札幌市豊平区平岸一条２３丁目２番４号
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７８５－５
北海道札幌市北区新川西１条７丁目６番１号
北海道札幌市北区新川西三条１丁目１番１号
北海道札幌市北区百合が原１１丁目１９０番地
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
北海道石狩市新港西１－７６５－２
北海道石狩市新港西１丁目７０１番１－２

011-864-5171
011-862-3330
011-861-8111
011-862-1161
011-802-2828
011-850-0123
011-812-0232
011-879-5663
090-4874-0001
011-788-5945
011-768-5177
011-764-2451
011-763-8800
011-766-5131
011-771-8888
011-756-2393
0125-33-7662
0133-74-2475
0133-73-5421
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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

飯島運輸物流株式会社 石狩
ニットー物流株式会社 本社営業所
株式会社ビデフ 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
有限会社北海道商事 石狩営業所
エア・ウォーター物流株式会社 石狩ガス営業所
有限会社エイチビーケーサービス 札幌営業所
株式会社ジャスト・カーゴ 本社
株式会社北海道丸和ロジスティクス 石狩営業所
岩見沢市 株式会社道央通商 本社営業所
有限会社上明戸運輸 本社営業所
株式会社トッキュウ 本社営業所
丸喜運輸株式会社 北海道営業所
恵庭市 ユート運輸倉庫株式会社 恵庭営業所
株式会社アポロライン 本社営業所
札幌牛乳運輸株式会社 本社営業所
江別市 株式会社北海物流サービス 江別営業所
東日輸送株式会社 本社営業所
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
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
株式会社北海運輸 札幌営業所
丸交道交株式会社 江別営業所
小樽市 エア・ウォーター物流株式会社 小樽営業所
大同産業株式会社 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
中央トラック株式会社 小樽営業所
北広島市 三栄運輸株式会社 札幌支店
北海道ミツウロコ株式会社 北広島事業所
株式会社ニルス 北広島営業所
大丸北海道陸送株式会社 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
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
石油輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千歳法人営業支店

※「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
北海道石狩市新港西１丁目７０２－２
北海道石狩市新港西１丁目７３３番地８
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７７０番１号
北海道石狩市新港西２丁目７７０番地１
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７８８番地３
北海道石狩市新港中央２丁目７５７－１３
北海道石狩市新港南２丁目７１８番地２
北海道岩見沢市２条東１３丁目３番地、４番地
北海道岩見沢市栗沢町栗丘１９４番地３９
北海道岩見沢市栗沢町最上４９８－９
北海道岩見沢市栗沢町由良１５番地７
北海道恵庭市戸磯４７番地９
北海道恵庭市戸磯５９５－１２
北海道恵庭市戸磯７６－７
北海道江別市角山６８－１４
北海道江別市角山７２番地１４
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２２番地５
北海道江別市工栄町２５－１２
北海道江別市工栄町５番７号
北海道江別市東野幌１４７－１
北海道小樽市オタモイ１丁目１２０－１０
北海道小樽市手宮１丁目３番１号
北海道小樽市手宮１丁目６－４
北海道小樽市築港８－３
北海道北広島市共栄１４番地１
北海道北広島市共栄２３番地
北海道北広島市共栄３６２番地１
北海道北広島市大曲２－６
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６－３－４
北海道北広島市大曲工業団地６丁目２－５
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電話番号
0133-77-5673
0133-72-2230
0133-74-8833
0133-76-6862
0133-77-5928
011-662-5587
0133-76-1777
0133-64-6531
0133-64-3001
0126-23-3584
0126-45-2570
0126-45-2792
0126-45-2541
090-7058-6877
0123-39-2020
0123-33-8995
011-384-8911
011-385-7821
011-391-0007
011-382-2330
011-383-6288
011-381-1447
011-381-0400
011-382-7101
0134-26-1921
0134-25-4444
0134-24-0341
0134-25-1797
011-376-8899
011-372-3301
011-398-6264
011-377-7788
011-377-8195
011-377-2888
011-370-5250
011-377-6543
011-330-3333

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

砂川市

千歳市

美唄市
三笠市
虻田郡
石狩郡
岩内郡

寿都郡
空知郡
夕張郡
函館

函館市

事業所名
ノーストランス株式会社 札幌営業所
株式会社ウッドベル 本社
ニーズ輸送株式会社 本社
共進運輸株式会社 札幌
丸一運輸株式会社 本社営業所
三東商事株式会社 本社営業所
株式会社北海道日新 砂川営業所
株式会社戸田運輸 本社
マルハチ急行株式会社 札幌営業所
ヤマト運輸株式会社 千歳主管支店
旭川通運株式会社 臨空センター
株式会社トランシス 本社
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
北海道福山通運株式会社 三笠営業所
松岡満運輸株式会社 倶知安営業所
丸北建設運輸株式会社 本社営業所
平野運輸有限会社 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
ヤマト運輸株式会社 北海道寿都センター
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
有限会社藤柳商事 本社
日豊運輸株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 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 函館漁火支店
広野運輸株式会社 本社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 函館支店
株式会社猖々谷建設 本社
巴クレーン運輸株式会社 本社営業所
株式会社函館小型運送 本社
ヤマトボックスチャーター株式会社 函館支店
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 西桔梗

※「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
北海道北広島市大曲並木１丁目３番地１
北海道北広島市大曲末広２丁目１２－１５
北海道北広島市北の里７６－２、７２－３
北海道北広島市輪厚中央１丁目１－１３
北海道砂川市西２条北２２－１－１
北海道砂川市豊沼町１－１０
北海道砂川市豊沼町１－１８
北海道千歳市上長都１０３９番地
北海道千歳市上長都１０３９番地２５
北海道千歳市泉沢１００７－２０６
北海道千歳市泉沢１００７番２６１
北海道千歳市泉沢１００７番地１８４
北海道美唄市字美唄１２１０－７
北海道美唄市字美唄１３９４番地１４
北海道三笠市岡山４４０－１３
北海道虻田郡倶知安町南３条東４丁目５－８
北海道石狩郡当別町対雁３２番地１８・２０
北海道岩内郡共和町梨野舞納１５－１
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
北海道寿都郡寿都町字新栄町１６８－２
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１７７９－１５
北海道夕張郡栗山町字中里６１－４９
北海道夕張郡長沼町東１線北１５番地
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
北海道函館市広野町３－７
北海道函館市港町３丁目２－１４
北海道函館市高松町５７５－２７０
北海道函館市昭和３－２３－１１
北海道函館市西桔梗町５８９－１４２
北海道函館市西桔梗町５８９番１７６
北海道函館市西桔梗町８１８－２
北海道函館市西桔梗町８１９番地４
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電話番号
011-377-1451
011-377-3432
011-375-3312
011-377-8876
0125-53-3131
0125-54-1311
0125-54-1977
0123-23-2669
0123-40-0800
011-330-3333
0123-28-8500
0123-28-5000
011-330-3333
0126-63-4131
01267-4-5555
0136-23-4311
0133-23-2636
0135-62-0681
011-330-3333
0135-62-1497
0135-62-0811
011-330-3333
0125-65-5322
0125-65-2192
0123-72-7461
0123-89-2021
0138-23-0123
011-330-3333
011-330-3333
0138-52-7583
0138-62-3880
0138-57-5043
0138-41-2321
0138-49-5131
0138-48-1128
0138-49-6262
0138-49-7837

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

室蘭

事業所名

ヤマト運輸株式会社 西桔梗センター
ヤマト運輸株式会社 南茅部センター
株式会社アスビック 函館支店
株式会社サカイ引越センター 函館支社
北斗市 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
三栄運輸株式会社 函館支店
札幌急配株式会社 函館
柳沼運送株式会社 本社
東日本海陸輸送株式会社 函館
有限会社エイチビーケーサービス 函館営業所
株式会社明販流通 函館
今運輸株式会社 本社
亀田郡 石油輸送株式会社 函館営業所
株式会社羽衣運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 赤松支店
システムライナー有限会社 函館営業所
茅部郡 日晶運輸株式会社 函館営業所
ユート運輸倉庫株式会社 森営業所
二海郡 松岡満運輸株式会社 八雲
新丸久運輸株式会社 本社
室蘭市 日鋼運輸株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 室蘭支店
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
苫小牧市 共立運輸株式会社 本社営業所
北海道エネルギー輸送株式会社 苫小牧営業所
ホッコウ物流株式会社 苫小牧支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 苫小牧支店
ネクストロジスティクス株式会社 苫小牧営業所
建設運搬株式会社 本社営業所
株式会社三栄物流 本社営業所
藤井石油輸送株式会社 本社営業所
北豊運輸株式会社 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
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

※「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
北海道函館市西桔梗町８６０番３
北海道函館市川汲町１３５３－１
北海道函館市本町７番２１号
北海道函館市万代町２０－２４
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
北海道北斗市清水川１４２－６
北海道北斗市清水川１４２番地１３
北海道北斗市谷好２丁目３番７号
北海道北斗市追分３－１－１４
北海道北斗市追分３丁目１番１８号
北海道北斗市追分３丁目２番６号
北海道北斗市追分７丁目９番３２号
北海道亀田郡七飯町字上藤城３－１９
北海道亀田郡七飯町字大沼町８１５－２
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
北海道茅部郡森町字栄町３７番地２４
北海道茅部郡森町字常盤町１６４番地１７号
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
北海道室蘭市茶津町４番地１
北海道室蘭市東町３丁目２番１８
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３２－１２
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６番９号
北海道苫小牧市ウトナイ北１丁目２番９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１３－３
北海道苫小牧市一本松町１５番地の１８
北海道苫小牧市字柏原６－９１
北海道苫小牧市字勇払１２８番地
北海道苫小牧市字勇払１５７－５
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２－２
北海道苫小牧市新明町１丁目２－５
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電話番号
011-330-3333
011-330-3333
0138-31-0320
0138-62-1141
0137-63-4426
0138-49-2021
0138-77-7374
0138-77-7557
0138-73-7711
0138-49-7722
0138-50-8601
0138-49-9201
0138-49-0075
0138-77-5120
0138-67-2579
011-330-3333
0138-66-5020
01374-3-2497
01374-3-3111
0137-63-4600
0137-63-3307
0143-22-7923
0143-44-0123
0143-43-7321
0143-47-5611
0144-55-4635
0144-55-5759
0144-55-5101
0144-55-8010
0144-55-7940
0144-55-4013
0144-57-8821
0144-52-2345
0144-56-0744
0144-53-0123
0144-55-1651
0144-55-2550

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名

虻田郡
白老郡

旭川

幌泉郡
旭川市

名寄市

稚内市

事業所名

住所

タイヨウ株式会社 苫小牧営業所
幸和運輸株式会社 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
ヤマト運輸株式会社 とうやこセンター
有限会社ビーエヌ企画 白老営業所
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
ヤマト運輸株式会社 えりも・様似センター
北海道トナミ運輸株式会社 旭川営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 旭川支店
株式会社エース 旭川第二
株式会社明販流通 旭川営業所
北興運輸株式会社 本社営業所
幸和運輸株式会社 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
ヤマト運輸株式会社 曙センター
北海道東北名鉄運輸株式会社 旭川支店

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３－５－１２
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
北海道虻田郡洞爺湖町入江５９番９、５９番２６
北海道白老郡白老町字石山７１－９の内
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
北海道幌泉郡えりも町大和２１６－６
北海道旭川市永山１条１２丁目１番１０号
北海道旭川市永山２条１６丁目４番１０号
北海道旭川市永山３条２丁目２番３号
北海道旭川市永山北１条７丁目２６－５
北海道旭川市永山北２条７丁目２３番地３
北海道旭川市永山北二条９丁目１７－１
北海道旭川市工業団地２条２丁目２番１３号
北海道旭川市曙北２条８丁目１番８
北海道旭川市新星町１丁目２－３７
北海道旭川市神楽４条１０丁目４５０、４４１－６２，
ヤマト運輸株式会社 旭川南支店
６５，１０
綜合警備保障株式会社 警送北海道支社 警送旭川営業所 北海道旭川市大町２条３丁目５番３２号、１５５号
株式会社アサヒセキュリティ 旭川営業所
北海道旭川市東３条３丁目１番２５号
株式会社北海小型運輸 東鷹栖営業所
北海道旭川市東鷹栖四線１０号９－４，９－３
大立運輸株式会社 旭川営業所
北海道旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７－５３
株式会社ロジスティクス道央 本社営業所
北海道旭川市流通団地１条３丁目３４番地１１
泉車輌輸送株式会社 旭川営業所
北海道旭川市流通団地２条２丁目２７
株式会社エース 旭川営業所
北海道旭川市流通団地３条５丁目７番
株式会社パールライン 本社営業所
北海道旭川市流通団地４条５丁目３１番地１
眞鍋建運株式会社 本社
北海道名寄市字徳田１００－９
幸和運輸株式会社 名寄営業所
北海道名寄市字豊栄１９６番１２
松岡満運輸株式会社 名寄営業所
北海道名寄市西５条北１１丁目５８番地１２
旭川郵便輸送株式会社 名寄営業所
北海道名寄市西五条北１１丁目５８－２９
ユート運輸倉庫株式会社 名寄営業所
北海道名寄市東１条南３丁目７番地
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 北海道稚内市開運２丁目２３７７－２－１０
株式会社共立空輸 稚内営業所
北海道稚内市中央２丁目１４４２番９
株式会社北日本物流 本社営業所
北海道稚内市末広１丁目３－６
松岡満運輸株式会社 稚内営業所
北海道稚内市末広４丁目３４－１

※「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
0144-57-6630
0144-55-8216
0144-77-2417
0144-34-5171
011-330-3333
0144-83-6004
0144-83-2323
0144-83-9088
011-330-3333
0166-73-5115
0166-99-4500
0166-85-6560
0166-48-7675
0166-48-1241
0166-85-6271
0166-36-0123
011-330-3333
0166-26-6400
011-330-3333
0166-59-2855
0166-29-2360
0166-58-7123
0166-58-5553
0166-46-2205
0166-47-9036
0166-85-6581
0166-74-6788
01654-3-2750
01654-2-2002
01654-2-2828
01654-3-9710
080-1978-9251
0162-73-4802
0162-23-2656
0162-24-3636
0162-33-3001

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
雨竜郡
枝幸郡
上川郡
天塩郡

十勝

帯広市

足寄郡
河西郡

河東郡

上川郡
中川郡

事業所名
有限会社北空知貨物 本社営業所
ホッコウ物流株式会社 枝幸営業所
有限会社山田砂利工業 本社営業所
アイアイ引越センター株式会社 本社営業所
美瑛通運株式会社 本社営業所
ホッコウ物流株式会社 天塩営業所
ホッコウ物流株式会社 豊富営業所
エア・ウォーター物流株式会社 豊富営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 帯広支店
株式会社サカイ引越センター 帯広支社
株式会社帯広運輸 本社営業所
旭川通運株式会社 帯広営業所
株式会社北栄運輸 帯広営業所
アートコーポレーション株式会社 帯広営業所
株式会社道央通商 帯広営業所
泉車輌輸送株式会社 帯広営業所
株式会社勝建工業 本社営業所
有限会社芽室トラック 本社営業所
宝勝物流株式会社 本社営業所
株式会社エース 帯広営業所
株式会社北海運輸 本社営業所
大北運輸株式会社 帯広営業所
大立運輸株式会社 帯広営業所
東日本海陸輸送株式会社 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
帯東運輸有限会社 本社営業所
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
広野運輸株式会社 帯広営業所
京北運輸株式会社 本社営業所
熱原輸送株式会社 本社営業所
士幌運輸有限会社 本社
有限会社プライドライナー 本社営業所
佐川急便株式会社 本別営業所
長谷川運輸株式会社 本社営業所
有限会社十新運輸 本社
道東牛乳運輸有限会社 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
北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０－６４
北海道枝幸郡枝幸町幸町８１２２番地
北海道枝幸郡浜頓別町字頓別
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大町３丁目５０３－６４－１
北海道天塩郡天塩町字川口２６４番１８
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ２５４８番地１４
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ３２２８番１９
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４－８
北海道帯広市西２０条南１丁目１４－２８
北海道帯広市西２０条南１丁目６－１
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２３条南１丁目１３１－１８
北海道帯広市西２４条北２丁目５番地５１
北海道帯広市西２５条北２丁目２番地４９
北海道足寄郡足寄町南６条７丁目２２
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東芽室基線１－３０
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２－１
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１６－２６
北海道河西郡芽室町東芽室北１線１６－２７
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２２番１５
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
北海道河東郡音更町字音更西３線８番地１６
北海道河東郡音更町字音更西３線８番地２８
北海道河東郡音更町木野西通６丁目１
北海道河東郡士幌町字士幌西２線１３８番１９
北海道上川郡清水町字清水第３線７０番２３
北海道中川郡本別町上本別１４番地１９
北海道中川郡本別町北６丁目２番地８
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
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電話番号
0125-77-2013
01636-2-2041
01634-2-3027
0166-84-7070
0166-92-1161
01632-2-2704
0162-82-2033
0162-82-3412
0155-38-5540
0155-38-5016
0155-36-2431
0155-36-4582
0155-67-5271
0155-23-0123
0155-61-0011
0155-38-8838
0156-25-3874
0155-62-0741
0155-62-6161
0155-61-4350
0155-62-1222
0155-62-7171
0155-62-6881
0155-62-7610
0155-62-8888
0155-62-8000
0155-62-5231
0155-62-5510
0155-67-1137
0155-45-4455
0155-31-5111
01564-5-2456
0156-62-5741
0156-22-1155
0156-22-2242
0155-21-1773
0155-56-6688

主な輸送品目（任意掲載）

地区名 市区郡名
釧路

釧路市

根室市
釧路郡
標津郡
目梨郡
北見市

紋別市
網走郡

事業所名
有限会社中井輸送 本社
有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ 本社営業所
株式会社道央通商 釧路営業所
株式会社トラストライン 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 釧路支店
ユート運輸倉庫株式会社 釧路営業所
網走交通株式会社 釧路営業所
株式会社帯広運輸 釧路支店
ダイセー北海道株式会社 釧路ハブセンター
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
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 釧路支店
札樽自動車運輸株式会社 釧路支店
北海道エネライン株式会社 釧路営業所
花咲運輸株式会社 本社営業所
明協運輸株式会社 穂香事業所
有限会社北創運輸 本社営業所
日標運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 羅臼センター
株式会社エース 北見営業所
株式会社エース 北見第二営業所
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
大立運輸株式会社 北見営業所
株式会社道央通商 北見営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 北見支店
北見通運株式会社 本社営業所
札通トランスライン株式会社 紋別営業所
松岡満運輸株式会社 紋別営業所
津別通運株式会社 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
北海道中川郡幕別町字千住４７１番地１６
北海道釧路市新富士町６丁目１－２３
北海道釧路市新富士町６丁目２番２号
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５丁目１－７
北海道釧路市星が浦南１丁目１番２３号
北海道釧路市星が浦南２丁目４番１６号
北海道釧路市星が浦南４丁目５番地１３
北海道釧路市星が浦北３丁目１－２７
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７丁目１－３２
北海道釧路市入舟４丁目２番１８号
北海道根室市花咲港１０９番地
北海道根室市穂香１８０番地７
北海道釧路郡釧路町中央４丁目３０番地４
北海道標津郡中標津町緑町南３丁目５
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５番地６号
北海道北見市新生町５６－１９
北海道北見市清月町１８－１
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２７９番１７
北海道北見市柏陽町２８－１，２８－４
北海道北見市豊地９３－１
北海道紋別市渚滑町元新５丁目４５－２７
北海道紋別市北浜町２丁目５－３
北海道網走郡津別町字共和２６－１
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電話番号
0155-56-8007
0154-52-3914
0154-52-1941
0154-65-1622
0154-52-8010
0154-55-7171
0154-65-6109
0154-54-2273
0154-53-2062
0154-64-7155
0154-55-4647
0154-57-5697
0154-57-8388
0154-51-0123
0154-51-5511
0154-41-8113
0153-25-8321
0153-24-8018
0154-40-1280
0153-73-4060
011-330-3333
0157-36-0988
0157-33-1058
0157-31-0123
0157-69-7151
0157-66-1130
0157-66-6811
0157-26-0286
0157-66-1200
0158-24-3175
0158-24-3226
0152-76-2062

主な輸送品目（任意掲載）

