貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大津市

事業所名

株式会社山大物流 本社営業所
株式会社ワイシー企画滋賀 本社
三陽輸送株式会社 本社営業所
山田運送株式会社 本社営業所
近江八幡市 株式会社トーショー 滋賀営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 近江八幡支店
株式会社関西丸和ロジスティクス 滋賀営業所
トナミ運輸株式会社 滋賀支店
株式会社草津物流 本社
草津市
滋賀ポスタルサポート株式会社 草津営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 草津センター
日本郵便株式会社 草津郵便局
松田運送株式会社 本店営業所
株式会社中通 湖南営業所
株式会社引越社関西 びわ湖営業所
株式会社引越社関西 滋賀営業所
甲賀市

湖南市

有限会社大裕急送 本社営業所
日発運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社滋賀物流サービス 本社営業所
株式会社大翔物流 湖南営業所
丸五運送株式会社 大野営業所
株式会社シガ・エージェントシステム 甲賀
諸星運輸株式会社 滋賀営業所
滋賀丸工運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 滋賀支店
株式会社合通 滋賀支店
丸全昭和運輸株式会社 滋賀営業所
名古屋東部陸運株式会社 滋賀営業所
西濃運輸株式会社 滋賀支店
株式会社ケアフルプロモーション 湖南営業所
細野運送株式会社 関西営業所
江洲運輸株式会社 石部営業所

※「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。

安全性優良事業所

（滋賀県）

住所
滋賀県大津市神領一丁目４番８号
滋賀県大津市瀬田５丁目３１番７号
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１５
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１９
滋賀県近江八幡市出町６７０
滋賀県近江八幡市西生来町字北岸前１２２４－１
滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山９５１番４
滋賀県近江八幡市東川町字丑田２２１
滋賀県草津市岡本町４６７－１３
滋賀県草津市上笠２丁目２３番３号
滋賀県草津市上寺町可揩２８１－１
滋賀県草津市西渋川１－３－３８
滋賀県草津市大路２丁目１３－２５
滋賀県草津市南山田町字大力１２９－７
滋賀県草津市平井２丁目１番８号
滋賀県草津市野村８丁目６番２４号
滋賀県甲賀市甲南町寺庄８０６－３夢咲きの里Ｈ２０３
号
滋賀県甲賀市水口町笹ヶ丘１－５
滋賀県甲賀市水口町八田８８６番地８
滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６番１１
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５－４
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５番地４
滋賀県湖南市夏見２１５０
滋賀県湖南市夏見字円満堂２１１７
滋賀県湖南市夏見字下柳１２７４
滋賀県湖南市夏見字二ツ橋２１４７、２１４８－３
滋賀県湖南市柑子袋字中之町２８８番１８
滋賀県湖南市高松町１－７
滋賀県湖南市針字六の坪２６６－１
滋賀県湖南市石部東六丁目５０８番地
滋賀県湖南市石部北１－１７８３
滋賀県湖南市石部北１丁目１０２２－２
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電話番号
077-568-0313
077-545-7194
077-544-2180
077-544-2170
0748-31-3390
0748-37-6160
0748-38-5500
0748-37-2787
077-567-0601
077-568-2211
080-3519-9863
077-562-0800
077-562-0245
077-564-1515
077-500-7171
077-500-7171
0748-60-4705
0748-62-3121
0748-65-5533
0748-65-1112
0748-67-0511
0748-67-0511
0748-72-5600
0748-72-5959
0748-72-1181
0748-72-3911
0748-72-3625
0748-57-8150
0748-72-2191
0748-76-4650
0748-77-8565
0748-76-4528

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東新物流株式会社 東新物流株式会社石部営業所
石部近陸運送株式会社 本社営業所
洛西貨物自動車株式会社 滋賀支店
岡山県貨物運送株式会社 滋賀支店
松岡満運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社大剛産業 本社営業所
株式会社丸麦運輸 滋賀営業所
イワタニ・エコ・ロジ株式会社 本社営業所

高島市

株式会社中田運送 本社営業所

長浜市

株式会社東洋社 滋賀
株式会社Ｋライン 長浜営業所
日軽物流株式会社 滋賀営業所
びわ貨物運送株式会社 長浜営業所
愛知車輌興業株式会社 滋賀営業所
西日本ダイハツ運輸株式会社 滋賀営業所
有限会社芸生トラフィック 本社営業所
大浪陸運株式会社 滋賀事業所
湖東物流株式会社 湖東物流センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 五個荘航空営業
所
滋賀貨物運輸株式会社 湖東支店
下田物流株式会社 本社営業所
北四国運輸倉庫株式会社 滋賀営業所

東近江市

ヤマト運輸株式会社 東近江能登川センター
株式会社ワンビシアーカイブズ 関西センター運輸グルー
プ
有限会社木村運輸 本社営業所
木村商事株式会社 本社営業所
株式会社塚腰運送ＯＵＭＩ 本社
八日市物流倉庫株式会社 八日市営業所
野洲市

関西名鉄運輸株式会社 滋賀支店
有限会社拾井商事 湖南営業所
株式会社ウッズワーク 野洲営業所
日通滋賀運輸株式会社 本社滋賀

※「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

滋賀県湖南市石部北３丁目１－３０
滋賀県湖南市石部北５－２－３
滋賀県湖南市中央３－１３
滋賀県湖南市中央３－２１－３
滋賀県湖南市朝国字蔵之海道１７８番１
滋賀県湖南市日枝町４－１０
滋賀県湖南市日枝町４－５
滋賀県湖南市菩提寺３２７－１４
滋賀県高島市新旭町北畑字道掛田２０８，字十句９７１
－１
滋賀県長浜市加納町１０－１
滋賀県長浜市山階町字北平田町６５番８
滋賀県長浜市酢５００
滋賀県長浜市西上坂町９８６－１
滋賀県東近江市宮川町２３６番地２
滋賀県東近江市宮川町２３７－１
滋賀県東近江市五個荘清水鼻町２０７番地１
滋賀県東近江市五個荘石塚町字御仏供田２１５－４
滋賀県東近江市五個荘川並町字竜１１００

0748-77-5234
0748-77-2229
0748-72-3100
0748-72-2392
0748-72-9071
0748-75-1115
0748-75-3331
0748-74-0323

滋賀県東近江市五個荘北町屋町字久保２１９

0748-48-3232

滋賀県東近江市五個荘簗瀬町字上川原４－２
滋賀県東近江市五智町字早馬３３６
滋賀県東近江市御園町９０番地
滋賀県東近江市山路町字平井３２４番地１、３２５番
地、３２６番地１、３２６番地３

0748-48-5565
0748-24-1181
0748-22-4120

滋賀県東近江市寺町字栗林６１６－１

0748-23-5530

滋賀県東近江市勝堂町２－２
滋賀県東近江市勝堂町２番地２
滋賀県東近江市北花沢町字百百７０
滋賀県東近江市妙法寺町１１０１－３７、１１０１－３
６
滋賀県野洲市上屋１２３－７日本通運滋賀ターミナル内
滋賀県野洲市三上２１７２－７０
滋賀県野洲市三上２９０番地４
滋賀県野洲市上屋字北川１４４－５

0749-45-5055
0749-45-5055
0749-45-1250
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0740-25-3010
0749-68-1271
0749-63-6750
0749-73-4597
0749-65-4350
0748-55-0125
0745-55-8222
0748-45-5022
0748-48-5073
0748-48-2935

0748-42-8150

0748-22-3322
077-586-1415
077-524-8975
077-586-6163
077-587-4335

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
彦根市

米原市
守山市

栗東市

犬上郡

蒲生郡

事業所名

住所

一柳運送株式会社 本社営業所
東和運輸株式会社 彦根営業所
株式会社イーテック物流 滋賀営業所
株式会社中通 本社営業所

滋賀県野洲市大篠原字正法寺１００－２２
滋賀県彦根市高宮町２１１
滋賀県彦根市高宮町７５５－１
滋賀県彦根市高宮町字太田２７９６
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３、５３１－３、鳥居
福山エクスプレス株式会社 彦根営業所
本町字返ル本５１３
信光陸運株式会社 米原営業所
滋賀県米原市一色字松原１番２２
一柳運送株式会社 湖北営業所
滋賀県米原市杉沢８４２－１、８４３－１
佐川急便株式会社 守山営業所
滋賀県守山市古高町字エカ塚７６６番地
株式会社和泉冷凍運輸 本社営業所
滋賀県守山市大門町３０８－１三榮ビルⅢ３Ｆ－２
滋賀県守山市大門町字門ヶ崎２６５・２６６・３０６－
大門運輸株式会社 本社
１・３０７－１
株式会社仁礼物流 本社
滋賀県守山市欲賀町７５５番地
アートコーポレーション株式会社 滋賀営業所
滋賀県栗東市伊勢落字野神７２９番地５
株式会社ケイシン 滋賀営業所
滋賀県栗東市下鈎２２３
株式会社吉秀トラフィック 滋賀営業所
滋賀県栗東市高野７３９
有限会社福永レッカーサービス 滋賀営業所
滋賀県栗東市手原５丁目５－１３
アヤハ運輸倉庫株式会社 本社栗東営業所
滋賀県栗東市手原８－１－７
大阪第一作業株式会社 滋賀営業所
滋賀県栗東市出庭５０７－１
アジアマシナリーソリューションズ株式会社 滋賀営業所 滋賀県栗東市出庭５２０－１０
日本通運株式会社 南京都物流センター栗東営業所
滋賀県栗東市小野２６６番地２
滋賀県栗東市辻５０１－２、５０２－２、５０３－３、
株式会社ロジネットジャパン西日本 滋賀支店
５０４－３
近物レックス株式会社 栗東支店
滋賀県栗東市辻５２９－１
中倉陸運株式会社 栗東営業所
滋賀県栗東市辻字鳥居本５０６他７筆
株式会社前河通商 本社営業所
滋賀県栗東市蜂屋９１１番地１
石下運輸株式会社 滋賀支店営業所
滋賀県栗東市林２９９－１
名阪急配株式会社 栗東定温センター
滋賀県栗東市六地蔵１１６３
トヨタ輸送中部株式会社 滋賀事業所
滋賀県栗東市六地蔵松本１１５８
中栄運輸株式会社 本社営業所
滋賀県栗東市綣１丁目７－１２
株式会社吉田 本社営業所
滋賀県栗東市綣五丁目２－２１
トーウンサービス株式会社 彦根営業所
滋賀県犬上郡甲良町大字在士８９３
株式会社ムロオ 彦根営業所
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原桜本４５７－１
株式会社エスラインギフ 彦根営業所
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字桜本４５５－２
株式会社ナツハラ 本社
滋賀県犬上郡豊郷町大字八町字宮西８０３番
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 本社営業所
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾８７０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
077-518-2570
0749-24-4511
0749-49-3353
0749-22-1900
0749-26-3281
0749-53-2381
0749-55-3962
077-583-8518
077-581-8411
077-582-0051
077-585-1286
077-549-0123
077-551-5005
077-554-8892
077-554-3838
077-553-3820
072-886-1223
077-554-9102
077-551-4830
077-554-7695
077-552-0278
077-553-9766
077-599-0611
077-552-3580
077-551-5750
077-553-1070
077-553-1653
077-514-7181
0749-38-4503
0749-26-5055
0749-26-9850
0749-35-8188
0748-52-8930

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
しみず運送株式会社 滋賀支店

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

住所
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字カミ山１－２２４
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電話番号
0748-53-8050

主な輸送品目（任意掲載）

