貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
神戸市

事業所名
和光運輸株式会社 弥栄台営業所
和光物流株式会社 弥栄台営業所
名阪急配株式会社 神戸センター
関西急送株式会社 神戸営業所
間口バリュートランス株式会社 西神営業所
福山通運株式会社 神戸支店
日本ルートサービス株式会社 神戸事業所
明雪運輸株式会社 明石営業所
株式会社サカイ引越センター 明石支社
弘由ロジスティックス株式会社 本社営業所
大伸通商株式会社 本社
株式会社神戸興業運送 本社営業所
株式会社西日本ロジスティクス 神戸
アートコーポレーション株式会社 神戸営業所
株式会社引越社関西 神戸営業所
株式会社引越社関西 明石
阪神センコー運輸株式会社 西神戸営業所
ダイワ運輸株式会社 神戸営業所
株式会社ハート引越センター 神戸営業所
ウエストアクティブトランスポート株式会社 本社
ミナト物流株式会社 明石営業所
株式会社近畿道路資材 神戸西事業所
ウエストアクティブトランスポート株式会社 玉津
久留米運送株式会社 兵庫店
川﨑運送株式会社 本社営業所
川﨑ヘビーカーゴ株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社 神戸警送支店
株式会社中村エンタープライズ 本店
株式会社ロジパルエクスプレス 神戸営業所
昌栄陸運株式会社 神戸支店
日正運輸株式会社 神戸営業所
新熊本産業株式会社 神戸

※「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

（兵庫県）

住所
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番地１４
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番地１４
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３番２
兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－５－３
兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目１１番
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－５
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字才神５３１－１０
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９８８番１
兵庫県神戸市西区岩岡町野中字内山２－１
兵庫県神戸市西区玉津町今津字宮の西３３３－３
兵庫県神戸市西区玉津町水谷字大東５５７－１０
兵庫県神戸市西区高塚台４丁目３－１０
兵庫県神戸市西区枝吉１－２６４－３
兵庫県神戸市西区持子２丁目１２８番地
兵庫県神戸市西区持子２丁目１２８番地
兵庫県神戸市西区室谷１－３－５
兵庫県神戸市西区小山１丁目６－１０
兵庫県神戸市西区上新地３丁目８番地６
兵庫県神戸市西区神出町宝勢１４１０番地の１
兵庫県神戸市西区池上４丁目２６番１５号
兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷７２３番１１
兵庫県神戸市西区平野町下村２４８番地
兵庫県神戸市西区平野町黒田字西山７５２－１３
兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３
兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３
兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－４４
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目７番８号ＮＥＰ三宮
ビル ２階
兵庫県神戸市中央区港島１－３
兵庫県神戸市中央区港島４丁目３番
兵庫県神戸市中央区港島４丁目４番
兵庫県神戸市中央区港島６－１
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電話番号
078-797-8221
078-797-8221
078-797-8826
078-795-5731
078-857-0894
078-794-5566
078-794-2073
078-974-0332
078-978-1662
078-967-3811
078-912-1004
078-991-3323
078-962-5396
078-795-0123
078-924-2626
078-926-5188
078-990-0386
078-928-0062
078-969-2727
078-965-2828
078-961-1750
078-991-9339
078-965-2828
078-965-3151
078-961-0301
078-961-0302
078-222-6385
078-251-0073
078-599-6480
078-306-6708
078-302-1631
078-303-2538

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
佐川急便株式会社 神戸営業所
株式会社神陸コンテナ輸送 本社営業所
近畿エキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社領南運輸 本社
株式会社弥生運輸 神戸
中央運輸倉庫有限会社 本社営業所
東洋テック株式会社 神戸支社
福山通運株式会社 神戸中央支店
株式会社ラインアップ 神戸営業所
日通兵庫運輸株式会社 神戸事業所
菱華運輸株式会社 神戸営業所
間口ランドサービス株式会社 神戸西
正洋運送株式会社 本社営業所
山忠運輸株式会社 神戸営業所
丸全関西物流株式会社 神戸営業所
ＳＧムービング株式会社 神戸営業所
ピアノ運送株式会社 神戸営業所
株式会社ハナワトランスポート 神戸営業所
株式会社まるたに物流 六甲営業所
三喜産業株式会社 六甲アイランド事業所
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 六甲営業所
日本高速輸送株式会社 阪神支店神戸営業所
株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス 神戸営業所
シモハナ物流株式会社 六甲アイランド営業所
株式会社朝日通商 関西支店
菱神運輸株式会社 アークス営業所
鐵伸運輸株式会社 神戸
マリネックストランスポートサービス株式会社 神戸営業
所
株式会社安川トランスポート 神戸営業所
株式会社竹谷運輸 六甲営業所
近物レックス株式会社 神戸支店
日本コンテナ輸送株式会社 阪神支店
九州産交運輸株式会社 関西センター
トナミ運輸株式会社 神戸支店

※「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

兵庫県神戸市中央区港島６－８－２
兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地
兵庫県神戸市中央区港島７丁目１４番地１号
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１１－６
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１
兵庫県神戸市中央区港島中町１－１－１２
兵庫県神戸市中央区港島中町２丁目３－６
兵庫県神戸市中央区港島南町１－３－２
兵庫県神戸市長田区苅藻島町３丁目１１番４７号
兵庫県神戸市長田区苅藻島町３丁目１２番５号
兵庫県神戸市長田区長楽町７－１－２６
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１番２
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２３番地１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－２１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２８
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３６－１
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－３－５
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目４番地７号
兵庫県神戸市東灘区向洋町西１丁目
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６－６ ㈱朝日通商内
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目２０番４
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目６番
兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－１－３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３地先

078-303-6100
078-303-0892
078-302-5731
078-303-2770
078-304-7325
078-303-1417
078-304-7322
078-306-0292
078-381-7751
078-681-3160
078-733-0036
078-414-0310
078-413-8241
078-891-4690
078-441-2201
078-386-5550
078-854-0871
078-771-5111
078-857-1710
078-857-0555
078-857-3673
078-857-2911
078-856-7732
078-843-4087
078-843-8611
078-857-1101
078-857-0665

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番

078-858-1612

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番１－３０１号
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番地６
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－１、２

078-858-1482
078-858-1233
078-857-1231
078-857-3388
078-841-8220
078-857-1696
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

明石市

赤穂市

事業所名
株式会社京神運輸倉庫 六甲
株式会社昭和倉庫 六甲営業所
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 神戸営業所
アートコーポレーション株式会社 神戸東
梅田運輸倉庫株式会社 東神戸営業所
丸仲運送株式会社 本社営業所
株式会社太陽商会 本社
ますもと運輸株式会社 本社営業所
株式会社フレッシュ便神戸 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 甲南営業所
株式会社ヨシダ商事運輸 神戸営業所
株式会社かなめ運送 本社営業所
三輪貨物自動車株式会社 神戸営業所
有限会社本村運送 本店
株式会社久木 本社
三浦運送株式会社 本社営業所
株式会社共栄運送 本社
株式会社大急 本社事業所
兵庫貨物運輸作業株式会社 本社営業所
平戸梱包運送株式会社 兵庫営業所
日本郵便輸送株式会社 神戸営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 西日本ＰＣ集約センター
ミナト物流株式会社 神戸北
株式会社フォワード 本社営業所
株式会社シンクラン 明石営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 明石営業所
株式会社マウス 明石営業所
株式会社ヒダロジスティックス 赤穂営業所
株式会社大通 赤穂
川崎陸送株式会社 赤穂営業所
吉本運送株式会社 赤穂営業所

尼崎市

有限会社明優サービス 本社営業所
千里通商株式会社 本社営業所
中央運輸建設株式会社 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
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東三丁目２０番地
兵庫県神戸市東灘区住吉南町２丁目２番地
兵庫県神戸市東灘区住吉南町４－１－１４
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９番地
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１３８
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４６－２
兵庫県神戸市東灘区深江浜町３４－１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町５０番６
兵庫県神戸市東灘区深江浜町７８－１
兵庫県神戸市灘区岩屋中町１－１－１
兵庫県神戸市灘区岩屋南町３－７
兵庫県神戸市灘区弓木町３－１－１３９
兵庫県神戸市灘区船寺通３丁目１９
兵庫県神戸市灘区大石東町４丁目５番５号
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１
兵庫県神戸市灘区味泥町８－２０
兵庫県神戸市兵庫区芦原通２丁目２番２４号
兵庫県神戸市兵庫区芦原通４－２－２７
兵庫県神戸市兵庫区駅前通４－１－７
兵庫県神戸市北区赤松台１丁目５－３
兵庫県神戸市北区有野町有野２４２５－１
兵庫県神戸市北区有野町有野８０番
兵庫県明石市大久保町西脇字塚本６４－１６
兵庫県明石市二見町東二見２６７
兵庫県明石市二見町南二見７－３
兵庫県赤穂市加里屋１１２０－１２６
兵庫県赤穂市南野中字久保４３７番地
兵庫県赤穂市木津字稲荷山１３２５番７２
兵庫県赤穂市有年原字西原２４９（仮換地 西播都市計
画事業有年土地区画整理事業８６街区７）
兵庫県尼崎市下坂部４－１１９
兵庫県尼崎市額田町９１－６－２
兵庫県尼崎市丸島町１
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電話番号
078-221-3831
078-857-6023
078-857-1374
078-842-0123
078-856-3593
078-821-3660
078-441-1121
078-451-6345
078-435-1661
078-436-1124
078-435-6735
078-801-7081
078-861-2585
078-851-5876
078-871-0351
078-881-2071
078-881-4400
078-806-5120
078-671-2755
078-681-6961
078-575-6866
078-595-8069
078-982-2225
078-983-1916
080-4106-9328
078-941-2688
078-941-2006
0791-42-3903
0791-48-0840
0791-48-1505
0791-49-2851
06-6491-9000
06-6467-0140
06-6419-0191

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊丹市

小野市
加古川市

事業所名
大陽運輸株式会社 尼崎営業所
明雪運輸株式会社 尼崎共同配送センター
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 尼崎共配センター
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 猪名寺営業所
山村ロジスティクス株式会社 尼崎運輸営業所
ハートランス株式会社 尼崎営業所
キユーソーアレスト株式会社 尼崎営業所
株式会社ビッグフラッグ 本社
ミナト物流株式会社 本社
アートコーポレーション株式会社 尼崎支店
エヌピー運輸関西株式会社 大阪営業所
福岡運輸株式会社 関西センター
株式会社中川工業所 本社営業所
西濃運輸株式会社 尼崎支店
株式会社引越社関西 西宮
株式会社引越社関西 尼崎
株式会社杉孝 尼崎営業所
トナミ運輸株式会社 尼崎支店
株式会社エフ・エー・トラック 本社営業所
株式会社中国トラック 阪神営業所
株式会社トータルテクノサービス 伊丹
名古屋東部陸運株式会社 ダイハツ営業所
佐川急便株式会社 伊丹
島中商事株式会社 本社営業所
株式会社ナスコ 伊丹営業所
谷川運輸倉庫株式会社 小野営業所
有限会社尾上運送 関西営業所
株式会社東灘カーゴ 加古川営業所
福田運輸株式会社 本社営業所
株式会社Ｋａｎａｅ Ｌｉｎｅ 本社営業所
株式会社シンリク 本社営業所
株式会社三和総業 加古川営業所
トナミ運輸株式会社 加古川支店
西鉄運輸株式会社 加古川支店
福岡運輸株式会社 高砂営業所

※「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
兵庫県尼崎市元浜町１－９５
兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７－３
兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７番
兵庫県尼崎市小中島１－２４－２６
兵庫県尼崎市西向島町１５番１
兵庫県尼崎市西向島町９３－４
兵庫県尼崎市西川１丁目３８番地
兵庫県尼崎市大庄西町４丁目６番３３号
兵庫県尼崎市大浜町１丁目６０番地
兵庫県尼崎市潮江５丁目４番１７号
兵庫県尼崎市東園田町８－２２－１
兵庫県尼崎市東海岸町１３－２
兵庫県尼崎市東海岸町２３－２
兵庫県尼崎市道意町７－１８
兵庫県尼崎市南武庫之荘７丁目２２番２２号
兵庫県尼崎市南武庫之荘７丁目２２番２２号
兵庫県尼崎市平左衛門町２０番地
兵庫県尼崎市北初島町１８－３
兵庫県伊丹市岩屋１丁目７番８号
兵庫県伊丹市荒牧３丁目１８－４
兵庫県伊丹市昆陽８丁目２１－１
兵庫県伊丹市森本７丁目１０８－１
兵庫県伊丹市森本７丁目６８
兵庫県伊丹市南野３丁目７番７号
兵庫県伊丹市野間北３丁目３番１３号
兵庫県小野市樫山町字大谷１４８７－１９
兵庫県小野市匠台７０－１０
兵庫県加古川市加古川町美乃利字羽坂３５９番１
兵庫県加古川市志方町西中１１１－１
兵庫県加古川市西神吉町鼎８４８
兵庫県加古川市尾上町池田１８７４番地の５
兵庫県加古川市尾上町池田１８７７－１
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－１
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－７
兵庫県加古川市尾上町養田６９４－１
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電話番号
06-6416-7792
06-6498-8880
06-6491-6610
06-6498-7704
06-4869-7566
06-4869-8035
06-6470-3330
06-6412-2237
06-6430-3710
06-6424-0123
06-6497-2660
06-6409-6025
06-6409-0127
06-4802-3028
06-6438-9811
06-6438-9800
06-6430-2180
06-6488-8870
072-744-2401
072-775-0191
072-768-7017
072-773-7611
072-777-5246
072-773-5504
072-784-5500
0794-63-7701
0794-64-9155
079-425-8001
079-453-0777
079-431-4916
079-423-3266
079-421-3167
079-423-1073
079-429-6517
079-456-6531

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加西市

加東市

川西市

三田市
宍粟市
高砂市
洲本市
宝塚市

たつの市

丹波市

事業所名
木庭運送株式会社 本社営業所
佃運輸株式会社 加古川営業所
弘洋定温運輸有限会社 本社営業所
株式会社カネツボ 本社
国田運送有限会社 本社営業所
加西合同貨物自動車株式会社 本社営業所
ミフネトランスポート株式会社 加西営業所
平田運輸株式会社 本社営業所
ヨコモリ運輸株式会社 関西営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 加西営業所
株式会社佐幸物流 本社営業所
阪神トランスポート株式会社 加西営業所
大虎運輸株式会社 ひょうご東条営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 滝野営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 社貨物センター
辻運輸株式会社 加東営業所
平木運送株式会社 本社営業所
伊丹陸運株式会社 本社
植田運送株式会社 本社営業所
有限会社邦誠 本社営業所
株式会社飯尾運輸 本社営業所
有馬運輸株式会社 本社営業所
西兵庫トランスポート株式会社 本社営業所
高砂輸送サービス株式会社 本社営業所
塩谷運輸建設株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 淡路支店
株式会社旭 本社営業所
株式会社ユービーエム 宝塚営業所
ヤマト運輸株式会社 宝塚南支店
株式会社ユタカ 宝塚営業所
株式会社シンクラン 竜野営業所
山陽自動車運送株式会社 竜野営業所
岡山西部運輸株式会社 兵庫支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 福知山営業所
石見サービス株式会社 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
兵庫県加古川市尾上町養田字１５６２－１
兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓１５３８
兵庫県加古川市平岡町一色１３７－４
兵庫県加古川市平岡町土山６２３－１
兵庫県加西市下道山町６２０
兵庫県加西市倉谷町１０３７番地の１
兵庫県加西市殿原町４２５番地の１
兵庫県加西市田原町宮ノ谷３１７９－２５
兵庫県加西市畑町２２８４－１
兵庫県加西市豊倉町字山之谷１２６１－２４
兵庫県加西市北条町東南２０６－１２
兵庫県加西市網引町字丸山２００１番４０
兵庫県加東市横谷字南山４７１－１７１
兵庫県加東市高岡字庚申裏４５０
兵庫県加東市西古瀬字サヨ田８７６
兵庫県加東市南山６丁目８番地５号
兵庫県加東市平木字上南１６３－１
兵庫県川西市加茂６－１１５－１
兵庫県川西市久代４丁目２－６
兵庫県川西市出在家町３番３号
兵庫県川西市矢問１－１３－３０
兵庫県三田市中町２－１０
兵庫県宍粟市山崎町御名３３６
兵庫県高砂市高砂町南材木町２４－１
兵庫県高砂市梅井５－４－１
兵庫県洲本市金屋字寺田１１４８－１
兵庫県洲本市納３１９－１
兵庫県宝塚市亀井町１２－４０号
兵庫県宝塚市口谷東３丁目９４番地１、９４番地２
兵庫県宝塚市山本丸橋４丁目６１－５
兵庫県たつの市揖保川町片島字千原９６２－３
兵庫県たつの市揖保町山下字川田２２０－４
兵庫県たつの市龍野町大道字別荘４０番１
兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２番１
兵庫県丹波市柏原町拳田字タカシボラ１３６
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電話番号
079-424-2635
0794-24-6817
079-437-3024
078-942-8516
0790-44-0263
0790-48-2725
0790-44-8881
0790-49-0111
0790-43-1661
0790-47-0900
0790-43-1125
0790-49-9550
0795-47-1522
0795-48-5440
0795-42-3723
0795-47-5577
0795-45-0013
072-755-6611
072-767-7553
072-756-6558
072-793-1856
079-562-6781
0790-63-2007
079-444-2402
079-447-0751
0799-24-6151
0799-24-2310
0797-77-6301
0797-82-0461
0797-82-1505
0791-72-6296
0791-67-8224
0791-64-0277
0795-80-8118
0795-72-3111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
豊岡市

西宮市

西脇市
姫路市

事業所名
株式会社ミツワサービス 柏原支店
株式会社西吾建設 加陽営業所
ヤマト運輸株式会社 豊岡北支店
有限会社中田建材 本社営業所
シモハナ物流株式会社 神戸営業所
株式会社佳田トランスポート 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 北神戸営業所
株式会社ランテック 関西支店
アートコーポレーション株式会社 神戸北支店
阪神デーリー運輸株式会社 本社営業所
兵庫トランスポート株式会社 本社営業所
阪神ロジテム株式会社 西宮第一営業所
神戸山口運送株式会社 西宮営業所
株式会社丸菱運輸 西宮浜営業所
株式会社宮田運輸 西宮営業所
株式会社太閤通商 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 西宮営業所
株式会社ブレックス 西宮営業所
江坂運輸株式会社 西宮・鳴尾浜
株式会社西日本トランスポート 西宮営業所
株式会社ジーウエスト 鳴尾浜営業所
株式会社ヨシダ商事運輸 本社営業所
テック物流株式会社 本社営業所
株式会社ロジネクス 関西支店営業所
日本通運株式会社 西脇事業所
平成運輸有限会社 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 姫路営業所
全陸運輸株式会社 本社営業所
上津運輸株式会社 本社営業所
テーエス運輸株式会社 姫路営業所
大進運輸株式会社 本社
アートコーポレーション株式会社 姫路支店
有限会社花田運輸 本社営業所
黒田運輸株式会社 本社
広畑運輸株式会社 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
兵庫県丹波市柏原町柏原２１５２番地の１
兵庫県豊岡市加陽１３７８
兵庫県豊岡市幸町５番６号
兵庫県豊岡市江本字東若子５２１番地の１
兵庫県西宮市甲子園浜３丁目１
兵庫県西宮市今津野田町５－５
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目５７番
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３－５－３
兵庫県西宮市山口町上山口２丁目１８番３１号
兵庫県西宮市上甲子園４丁目７番３１号
兵庫県西宮市西宮浜１－４０－１
兵庫県西宮市西宮浜１丁目１－４
兵庫県西宮市西宮浜１丁目４３
兵庫県西宮市西宮浜２－３６－２Ｆ
兵庫県西宮市西宮浜２丁目３６番
兵庫県西宮市西宮浜３丁目３４番
兵庫県西宮市中須佐町３－２
兵庫県西宮市津門大箇町４－２７
兵庫県西宮市鳴尾浜１－２－５
兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２番５号
兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目５番地
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目７－１１
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目９番１４号
兵庫県西脇市平野町３０２－２
兵庫県西脇市平野町字平見５２２－５
兵庫県姫路市花田町加納原田字松ケ坪７３９－６
兵庫県姫路市花田町加納原田字東高廻シ６９４－１
兵庫県姫路市花田町加納原田字北条８６４－３
兵庫県姫路市広畑区正門通４－５
兵庫県姫路市広畑区大町３－４５
兵庫県姫路市四郷町見野字岸ノ上５１１－４
兵庫県姫路市四郷町本郷２０５－１
兵庫県姫路市勝原区丁字迎田２２７－１
兵庫県姫路市飾東町豊国字八反田２４９－１
兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才１２９０－３
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電話番号
0795-72-1041
0796-23-7850
0796-24-1021
0796-23-7658
0798-44-3477
0798-39-0688
078-595-8009
078-903-3111
078-907-3535
0798-22-3806
0798-23-1527
0798-37-1051
0798-32-1008
0798-23-2277
0798-23-9155
0798-36-8031
0798-36-0123
0798-37-1777
0798-40-6868
0798-40-6838
079-844-5302
0798-41-7666
0798-46-2041
079-522-1170
0795-22-3001
079-252-0337
079-253-9900
079-253-3562
079-236-1405
079-236-3134
079-253-7220
079-251-0123
079-274-3407
079-252-8300
079-234-8855

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

共和運輸工業株式会社 本社
菱和運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 姫路南郵便局
柳商店有限会社 本社営業所
木下運送株式会社 姫路営業所
株式会社姫路ロジスティクス 本社営業所
株式会社シンクラン 姫路営業所
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社 神戸警送支店 姫
路営業所
福山エクスプレス株式会社 姫路営業所
日本郵便輸送株式会社 姫路営業所
大阪いづみ運輸株式会社 姫路営業所
吉田海運株式会社 兵庫営業所
関西急送株式会社 姫路営業所
株式会社丸鹿 本社営業所
共栄運輸株式会社 姫路営業所
播磨運輸株式会社 本社営業所
ダイセル物流株式会社 姫路物流センター
株式会社新宮運送 姫路営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 近畿四国支店姫路事業
所
木津運送株式会社 姫路
日興運輸株式会社 本社営業所
株式会社ラパサービス 本社営業所
株式会社宮田運輸 三木営業所
三木市
株式会社西物流兵庫 本社営業所
株式会社カンリク神戸 本社営業所
南あわじ市 株式会社日光總運 本社
株式会社シンクラン 洲本営業所
有限会社但馬農産運輸 本店
養父市
碓永自動車株式会社 本社事業所
加古郡
株式会社神戸屋ロジスティクス 土山営業所
株式会社新陸運輸 兵庫営業所
近畿エキスプレス株式会社 稲美営業所
神商株式会社 稲美営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 明石営業所

※「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

兵庫県姫路市飾磨区城南町２－４４
兵庫県姫路市飾磨区須加２５０
兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
兵庫県姫路市飾磨区中島字庄助新町３４０７
兵庫県姫路市飾磨区入船町７－１－２
兵庫県姫路市西脇１５８０番地の１
兵庫県姫路市土山５－６－３５

079-239-8181
079-235-1535
079-233-8201
079-235-4355
079-234-5276
079-268-9300
080-4106-9318

兵庫県姫路市東延末２４５－６

079-226-0071

兵庫県姫路市東夢前台三丁目１
兵庫県姫路市楠町１２０－１
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２２番地
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目５８番地
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目９４－１
兵庫県姫路市夢前町前之庄１９９１
兵庫県姫路市網干区興浜字西沖２０９８－９
兵庫県姫路市網干区高田５８
兵庫県姫路市網干区新在家１２３９
兵庫県姫路市網干区浜田字南垣原１３２０－１８

079-298-2000
079-223-8632
079-246-8355
079-240-5505
079-245-6010
079-336-2898
079-274-1067
079-273-5001
079-273-9722
079-271-3181

兵庫県姫路市木場前七反町１

0795-45-6522

兵庫県姫路市木場前七反町４０～４３番地
兵庫県姫路市木場前中町１０
兵庫県姫路市野里３４６
兵庫県三木市吉川町畑枝字千王谷３９６－７０、７６
兵庫県三木市大村１丁目１０番５号
兵庫県三木市別所町小林５９０番地の５
兵庫県南あわじ市福良丙７９５番地９５
兵庫県南あわじ市倭文長田３３５－１
兵庫県養父市十二所字町頭９６５－１
兵庫県加古郡稲美町岡２３８５－１
兵庫県加古郡稲美町岡２６１６－３
兵庫県加古郡稲美町六分一１１７８－７７４－１０２
兵庫県加古郡稲美町六分一１２０９－２１
兵庫県加古郡稲美町六分一１２０９－２１
兵庫県加古郡播磨町古宮字堀坪１－４

079-245-8477
079-246-4660
079-221-5570
0794-72-1650
0794-82-0045
0794-85-0003
0799-52-1411
090-9957-5392
079-664-0183
079-495-1181
079-495-2606
079-492-7939
0794-96-2260
0794-96-2251
078-943-5482
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
揖保郡

事業所名

神崎郡

大和運送株式会社 姫路営業所
岩谷運輸株式会社 本社営業所
サンライズ運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社安田運輸 本社営業所
株式会社安田商会 本社営業所

多可郡

株式会社ロジックス近畿 兵庫八千代営業所

※「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
兵庫県揖保郡太子町松ヶ下２６９番１号
兵庫県揖保郡太子町矢田部４０４番地の４
兵庫県神崎郡市川町神崎字野田７５３
兵庫県神崎郡福崎町大貫字カスベ１００４番８の２
兵庫県神崎郡福崎町大貫字カスベ１００４番８の２
兵庫県多可郡多可町八千代区下野間字中ノ坪３５５－１
４
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電話番号
079-276-4620
0791-67-8967
0790-28-1921
0790-22-5829
0790-22-5828
0795-37-2288

主な輸送品目（任意掲載）

