貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
京都市

事業所名
株式会社コープネットワークサービス 京都営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 京都営業所
アートコーポレーション株式会社 京都北営業所
中井運送株式会社 本社営業所
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 京都
有限会社ピアノオルガンサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山科支店
株式会社山本運送店 本社営業所
マンナ運輸株式会社 小野営業所
周山運輸株式会社 本社営業所
共同倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 京都西の京支店
天真エンタープライズ有限会社 京都営業所
株式会社引越社関西 京都東営業所
株式会社引越社関西 京都西営業所
名鉄運輸株式会社 京都支店
有限会社丸喜運送店 本社営業所
興南運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社シティ・エキスプレス 久世営業所
ヴィプランニング株式会社 京都営業所
京都厚礼自動車株式会社 本社営業所
株式会社ユアサロジテック 京都営業所
有限会社キッカ 本社営業所
大洋運輸株式会社 南営業所
八坂運送有限会社 本社営業所
荒木運送株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 京都営業所
三共運輸倉庫株式会社 京都営業所
株式会社伸幸運輸 本社営業所
才賀運輸株式会社 京都物流センター

※「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。

安全性優良事業所

（京都府）

住所
京都府京都市南区久世築山町２１２番地１
京都府京都市右京区西院月双町１０７
京都府京都市右京区西京極豆田町９－１
京都府京都市右京区太秦和泉式部町５－３
京都府京都市下京区梅小路頭町１０
京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町６９番地
京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町６５
京都府京都市山科区勧修寺平田町１２５
京都府京都市山科区小野高芝町３９番
京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町２９
京都府京都市中京区西ノ京職司町２２
京都府京都市中京区西ノ京塚本町１４，１４－４，１４
－５
京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町５５ ル・シオン６
０４号室
京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地
京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地
京都府京都市南区吉祥院長田町２８
京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町３
京都府京都市南区吉祥院這登中町５１
京都府京都市南区久世上久世町２２－１
京都府京都市南区久世殿城町３３２番地
京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花２９
京都府京都市南区上鳥羽火打形町４－１
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町２８、２３－１、２２
－２
京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町６８－０－２
京都府京都市南区上鳥羽大物町１３，１４
京都府京都市南区上鳥羽大物町２３
京都府京都市南区上鳥羽南唐戸町９４
京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ１５－１
京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ２３（仮換地街区番号
符号第壱八ブロック馬廻一弐参）
京都府京都市南区東九条西河辺町５１
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電話番号
075-933-0521
075-311-5677
075-325-0123
075-871-2402
075-314-2311
075-593-0539
080-5044-6879
075-594-0581
075-575-2266
075-391-7447
075-801-5175
080-5043-8231
075-606-1359
075-693-4947
075-693-4880
075-681-9391
075-681-6906
075-681-6277
075-932-8240
075-935-1080
075-671-0950
075-693-4155
075-682-5943
075-661-1717
075-681-5767
075-661-1123
075-691-0141
075-661-0950
075-682-0900
075-661-1866

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

綾部市

宇治市

亀岡市
木津川市

事業所名
中信総合サービス株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 京都支店
株式会社山川運送 本社営業所
トナミ運輸株式会社 京都支店
株式会社エフアンドケイ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見南支店
株式会社ロードカンパニー 京都営業所
株式会社ＢＲＩＤＧＥ 本社営業所
株式会社ＰＲＩＤＥ 本社営業所
株式会社ＭＯＶＩＮＧ 本社営業所
株式会社ケーエスアール 本社営業所
株式会社トラスト 本社営業所
ＯＳＯ株式会社 本社営業所
株式会社コダ運輸 京都営業所
株式会社カカオコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伏見醍醐支店
株式会社サカイ引越センター 京都南
ヤマト運輸株式会社 伏見竹田支店
アートコーポレーション株式会社 京都支店
ヤマト運輸株式会社 伏見中央支店
有限会社サン急配 本社営業所
近藤梱包株式会社 淀営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 京都営業所
サカキコーポレーション有限会社 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 綾部事業所
サカキコーポレーション有限会社 上杉営業所
有限会社新井商事 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 京都営業所
株式会社三国 関西営業所
株式会社引越社関西 宇治営業所
株式会社粂田建設 本社営業所
東洋陸運株式会社 京都営業所
有限会社ＳＡＴＩＳ・ＦＡＣＴＯＲＹ 本社営業所
有限会社タテロ 本社営業所
有限会社和束企画 本社営業所

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

住所
京都府京都市南区東九条南河辺町３５－２
京都府京都市南区東九条南石田町７２－３
京都府京都市伏見区羽束師菱川町３９５
京都府京都市伏見区横大路一本木２８－４，他６筆
京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後８０番地
京都府京都市伏見区横大路下三柄宮ノ後１６番１
京都府京都市伏見区横大路橋本１７－５
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８
京都府京都市伏見区横大路千両松町６７番
京都府京都市伏見区横大路天王前５４
京都府京都市伏見区横大路六反畑９番地７
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町２２０
京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町４１
京都府京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町２１番地１
京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町５７
京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町７８番地
京都府京都市伏見区中島外山町１２２
京都府京都市伏見区桃山町和泉２７，２７－４
京都府京都市伏見区毛利町９６番地
京都府京都市伏見区淀際目町１８７
京都府綾部市下八田町大坪３－１
京都府綾部市宮代町宮代２番地
京都府綾部市桜が丘３丁目５－２
京都府綾部市上杉町ヤボセ２番地
京都府宇治市伊勢田町ウトロ４５－１２
京都府宇治市伊勢田町砂田１０３番
京都府宇治市槙島町中川原１２５番地（大倉産業㈱内）
京都府宇治市槙島町二十四４７番地１
京都府宇治市木幡南山９９番地の３６
京都府宇治市槇島町二十四３４番地
京都府亀岡市下矢田町垣添１－４
京都府亀岡市西つつじケ丘五月台二丁目１８７番
京都府木津川市山城町上狛東下１６番地２
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電話番号
075-662-0228
06-4802-3022
075-932-4333
075-602-1073
075-604-6668
080-5043-8281
075-603-5131
075-602-3232
075-612-5353
075-602-3232
075-604-5978
075-634-3701
075-601-9911
075-605-4960
075-602-8100
080-5068-3326
075-621-1141
080-5068-2908
075-623-0123
080-5068-2473
075-605-7899
075-633-6633
0773-43-2464
0773-42-9487
0773-43-1000
0773-48-0678
0774-48-2263
0774-23-5810
0774-28-5400
0774-20-2626
0774-32-4197
0774-22-9226
0771-29-6178
0771-22-5558
0774-86-5247

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
和束運輸株式会社 山城営業所

京田辺市

京丹後市
長岡京市
八幡市

福知山市

舞鶴市

木津運送株式会社 本社営業所
株式会社カド 京阪奈営業所
堺商運株式会社 本社営業所
三栄自動車運送株式会社 本社営業所
ティービー株式会社 本社営業所
株式会社吉岡商店 本社営業所
日本通運株式会社 引越移転センター
アプト株式会社 本社営業所
株式会社ブレイヴワン 本社
株式会社大優商事 本社事務所
株式会社竹田 本社
近物レックス株式会社 京都支店
秋田運輸株式会社 京都営業所
株式会社大阪西物流 京都営業所
明興運輸株式会社 京都共同配送センター
株式会社関西丸和ロジスティクス 京都南支店
司関西株式会社 京都
エムズ株式会社 本社営業所
株式会社京宣社 本社
株式会社読宣運輸 京都営業所
株式会社平成流通 本社営業所
大阪サンエー物流株式会社 八幡営業所
ユーキン物流株式会社 本社営業所
株式会社Ｆ．ＣＡＲＲＹ 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 福知山営業所
株式会社ファーストシステム 本社営業所
株式会社ファーストライン 本社営業所
関西急送株式会社 福知山営業所
日本通運株式会社 福知山警送課
有限会社北都松下急便 北都松下急便
株式会社京綾貨物輸送 舞鶴営業所
ヤマト運輸株式会社 舞鶴東インターセンター
丹後西濃運輸株式会社 舞鶴営業所

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

住所
京都府木津川市山城町大字上狛小字東下１７－６，大字
上狛小字四丁町１３－４
京都府木津川市山城町椿井伊賀落３番地３
京都府京田辺市大住責谷７４－１０２
京都府京田辺市大住池ノ端７１－６
京都府京田辺市大住東北向１８－３
京都府京田辺市大住濱５５番地１３
京都府京丹後市弥栄町字木橋小字砂田８４６－２
京都府長岡京市神足柳田１０
京都府長岡京市馬場餅田７番地
京都府八幡市下奈良南頭１－１
京都府八幡市下奈良南頭１－７
京都府八幡市下奈良南頭１番１
京都府八幡市下奈良野神６３－１他１９筆
京都府八幡市岩田六ノ坪５７番２
京都府八幡市岩田六ノ坪５８番地５
京都府八幡市戸津水戸城５５
京都府八幡市上津屋中堤１０６番
京都府八幡市上津屋中堤１４９－１５０－１
京都府八幡市上津屋中堤１５２－１
京都府八幡市上津屋林６１
京都府八幡市上津屋林６１
京都府八幡市上奈良宮ノ東２－８
京都府八幡市上奈良大門３－１
京都府八幡市内里荒場２８番１号
京都府八幡市内里荒場５７番地
京都府福知山市荒河１２－５９
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７－０－１
京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７番－０－１
京都府福知山市長田野町２－３９－４
京都府福知山市長田野町２－３９－７
京都府舞鶴市字引土１８４－２
京都府舞鶴市字喜多１１０５番地の１３
京都府舞鶴市字小倉小字小倉口２２２番８の１
京都府舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３
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電話番号
0774-86-4777
0774-86-0770
0774-65-3004
0774-64-6007
0774-63-4165
0774-65-3840
0772-65-2645
075-958-2717
075-925-6505
075-981-5555
0774-43-8181
075-972-0880
075-982-0044
075-982-9630
075-972-1885
075-972-0775
075-972-3925
075-971-5122
075-632-6880
075-983-2018
075-983-2202
075-721-0991
075-972-0185
075-983-5485
075-972-2334
0773-22-0123
0773-59-2666
0773-59-2212
0773-27-5678
0773-27-0070
0773-76-6288
0773-76-5588
0773-65-3755
0773-76-3226

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

久世郡

相楽郡
綴喜郡

事業所名
舞鶴高速輸送株式会社 本社営業所
株式会社新洋ドレージ 舞鶴営業所
共立産業株式会社 京都営業所
株式会社京伸トラック 本店営業所
西日本ジェット・ライン株式会社 西日本ジェット・ライ
ン 京都営業所
株式会社貸切運送フジカワ 本社営業所
有限会社桜急送 本社営業所
株式会社アルファ物流 本社営業所
宇治丸工運送株式会社 本社営業所
株式会社ナイス物流 本社営業所
株式会社岩瀬運輸機工 京都支店
木津運送株式会社 学研都市
佐川急便株式会社 京都精華営業所
有限会社和田商店 京都営業所
ヤマト運輸株式会社 宇治田原センター

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

住所

電話番号

京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番１２
京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番地４
京都府久世郡久御山町栄２丁目１番２０４
京都府久世郡久御山町下津屋字富城８

0773-62-9220
0773-64-5771
0774-44-5115
0774-44-0383

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１０－１

0774-26-6018

京都府久世郡久御山町森川端９４番地１
京都府久世郡久御山町森中内１１１－１
京都府久世郡久御山町大字佐山小字西ノ口１番地の１０
京都府久世郡久御山町大字市田小字北浦４－７
京都府久世郡久御山町大字田井小字新荒見２６番地１
京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見１２番１
京都府相楽郡精華町大字東畑小字南山中２６－１
京都府相楽郡精華町北稲八間字角田１－１
京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪３番１
京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸２３－１

075-633-5551
075-632-5330
0774-46-1233
0774-43-0140
0774-43-7116
0774-46-1811
0774-93-1222
0774-95-9595
0774-82-5599
080-6698-7183
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主な輸送品目（任意掲載）

