貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
岐阜市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 茜部支店
株式会社ＳＣＲＵＭ 本社営業所
有限会社三往物流 本社営業所
日本通運株式会社 岐阜航空支店貨物センター
日本郵便株式会社 岐阜中央郵便局下川手分室
ヤマト運輸株式会社 岐阜芥見センター
日本通運株式会社 岐阜警送事業所
山栄物資運輸株式会社 本社営業所
株式会社むつみ 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 岐阜輸送センター営業所
株式会社引越社 岐阜営業所
日通岐阜運輸株式会社 本社事業所
アートコーポレーション株式会社 岐阜営業所
株式会社昭和サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長良川うかい支店
岐阜建機運輸株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 岐阜西営業所
マルエイ運輸株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜前一色支店
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 山県支店
ヤマト運輸株式会社 岐阜黒野センター
濃飛西濃運輸株式会社 岐阜北営業所
株式会社引越社 一宮営業所
ハートランス株式会社 岐阜営業所
ハートランス株式会社 本社営業所
株式会社丸美運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜南支店
名阪急配株式会社 岐阜サテライト
アイカワ運輸有限会社 本社営業所
株式会社スワロー急送 本社事業所
丸井陸運株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 岐阜営業所

※「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
住所

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷１丁目１１５番４
岐阜県岐阜市茜部菱野１－５０
岐阜県岐阜市一日市場１－１６
岐阜県岐阜市宇佐南２丁目１番３
岐阜県岐阜市下川手字宮５３－１
岐阜県岐阜市岩田東１丁目１６６－１
岐阜県岐阜市橋本町３丁目３０番地－１
岐阜県岐阜市溝口上４８－１
岐阜県岐阜市黒野南３丁目７６番地
岐阜県岐阜市今嶺４－１７－１
岐阜県岐阜市今嶺４丁目１６－８
岐阜県岐阜市今嶺４丁目９番２０号
岐阜県岐阜市市橋４丁目４－３
岐阜県岐阜市戎町１－１５
岐阜県岐阜市上土居２－１６－１８
岐阜県岐阜市水海道３－１３－１
岐阜県岐阜市西河渡１丁目５５
岐阜県岐阜市切通７－１７－２４
岐阜県岐阜市前一色西町１２番４
岐阜県岐阜市蔵前２－１－１２
岐阜県岐阜市太郎丸中島３
岐阜県岐阜市大字黒野字溝西５０１－９
岐阜県岐阜市大字城田寺字明正１２７０－１
岐阜県岐阜市大菅南１６番５号
岐阜県岐阜市大脇２－２１－１
岐阜県岐阜市大脇２－３２－１
岐阜県岐阜市茶屋新田１丁目５６
岐阜県岐阜市中鶉２丁目５１－２
岐阜県岐阜市東中島３丁目１３番１号
岐阜県岐阜市福富町田２３８－３
岐阜県岐阜市北鶉４－３－１
岐阜県岐阜市本荘中ノ町６－４
岐阜県岐阜市柳森町１－６５－２
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（岐阜県）
電話番号
080-5044-5614
058-274-8282
058-295-6280
058-273-7602
058-278-6580
080-5451-8494
058-251-5350
058-229-7147
058-234-0503
058-276-3111
058-276-2626
058-271-5131
058-233-0123
058-247-9798
080-5044-5525
058-245-4545
0568-74-6721
058-247-5108
080-5044-5575
058-245-2535
080-5044-5578
080-6699-6232
058-233-7558
058-253-4400
058-377-5050
058-377-5010
058-279-3277
080-5044-5505
058-246-6673
058-214-2228
058-273-1152
058-271-0700
058-271-5244

H29.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社サカイ引越センター 岐阜支社
ＴＢ物流サービス株式会社 岐阜営業所
福山通運株式会社 岐阜支店
佐川急便株式会社 柳津営業所
近物レックス株式会社 岐阜支店
日本通運株式会社 岐阜物流事業所
西濃急送株式会社 本社営業所
高橋急配有限会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 岐阜営業所
新日本運送株式会社 本社
丸門運輸株式会社 本社営業所

恵那市

大垣市

住所
岐阜県岐阜市柳森町２－１７
岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３番地
岐阜県岐阜市柳津町高桑５丁目６６番地
岐阜県岐阜市柳津町高桑西１－３３
岐阜県岐阜市柳津町高桑西５丁目１２番地
岐阜県岐阜市柳津町上佐波西一丁目７４番
岐阜県岐阜市柳津町本郷３－１４３
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２－７－８
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２－９－２
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目２－４
岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目４の１

電話番号
058-275-1141
058-387-3100
058-279-2622
058-270-0233
058-279-4102
058-279-0179
058-388-1121
058-279-3071
058-279-1073
058-279-2220
058-279-2600

セイノースーパーエクスプレス株式会社 岐阜航空営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１

058-279-3401

西濃運輸株式会社 岐阜支店
蔵前運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜中央支店
福山通運株式会社 岐阜流通センター
岡山県貨物運送株式会社 岐阜営業所
株式会社松井急便 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵那山岡センター
大和物流株式会社 恵那出張所
有限会社宮崎運輸 恵那営業所
株式会社東液供給センター 恵那事業所
株式会社山本急行 本社営業所
佐川急便株式会社 恵那営業所
ヤマト運輸株式会社 恵那支店
備後通運株式会社 岐阜営業所
恵那貨物自動車運送株式会社 本社営業所
協和物流株式会社 本社営業所
有限会社千石運輸 岐阜営業所
理化トランスポート株式会社 恵那営業所
恵武急便有限会社 本社営業所
総和運輸株式会社 明智営業所
大垣愛陸運送株式会社 本店営業所
日本郵便株式会社 大垣郵便局

058-279-2222
058-279-3720
080-5044-5550
058-278-2922
058-271-5677
0573-43-0027
0573-57-3108
0573-25-9570
0573-25-4311
0573-20-1651
0573-25-7770
0573-25-1688
080-5045-6522
0573-22-9855
0573-26-2185
0573-26-5518
0573-26-5212
0573-28-2977
0573-28-2980
090-3830-6267
0584-81-3277
0584-78-2095

※「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。

岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１
岐阜県岐阜市柳津町流通センター３の１の３
岐阜県岐阜市領下３丁目３０番１
岐阜県岐阜市六条大溝４－４－５
岐阜県岐阜市六条南２丁目１９番１５号
岐阜県恵那市岩村町飯羽間字下本郷２９４１－２
岐阜県恵那市山岡町原字大西６７４－１
岐阜県恵那市大井町字壱町田２５３６－９
岐阜県恵那市大井町字雀子ケ根２０８７の１６７
岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０１８－４０
岐阜県恵那市長島町永田３０７番地１３９
岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３０７－７０
岐阜県恵那市長島町正家字後田１１１１－１
岐阜県恵那市長島町中野１１６９番地６
岐阜県恵那市長島町中野１２５１－７８
岐阜県恵那市東野字花無山２２００－２
岐阜県恵那市東野字松ノ木２１５７－２３
岐阜県恵那市武並町新竹折８番地
岐阜県恵那市武並町竹折字国集１６３７－３
岐阜県恵那市明智町字大久手１００１－２２８
岐阜県大垣市安井町３－７
岐阜県大垣市郭町４丁目１
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社井崎 本社営業所
マルエイ運輸株式会社 大垣営業所
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 西濃営業所
株式会社スズカキャリーサービス 大垣営業所
秋田運輸株式会社 大垣営業所
株式会社エスラインギフ 大垣営業所
株式会社セイノーマテリアル 本社営業所
大清運輸有限会社 本社営業所
清水商事有限会社 本社
株式会社アクシス 本社営業所
赤坂通運株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 大垣営業所
ヤマト運輸株式会社 大垣支店
両備トランスポート株式会社 大垣営業所
有限会社西尾キャリー 本社
有限会社イワサ物流 本社営業所
福山通運株式会社 大垣営業所
日本通運株式会社 大垣物流センター
昌和商事株式会社 大垣営業所
名鉄急配株式会社 大垣営業所
丸上運輸株式会社 本社営業所
揖斐川工業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜安八センター

海津市

株式会社ベストカーゴ 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 大垣久瀬川センター
有限会社安藤興業センター 本社
大安運輸有限会社 本社営業所
有限会社田島梱包 岐阜営業所
有限会社ＡＣＥＣＡＲＧＯＳＥＲＶＩＣＥ 本社営業所
二葉物産株式会社 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 海津支店
南濃運送合資会社 本社営業所
南濃商運有限会社 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
岐阜県大垣市古知丸２丁目１０番地１
岐阜県大垣市小泉町字二番割１８７－１
岐阜県大垣市上屋２－２９－１
岐阜県大垣市上石津町乙坂１２３
岐阜県大垣市新田町２丁目９２１－１（金貴ハイツ２０
６号）
岐阜県大垣市西之川町２－１９
岐阜県大垣市赤坂町字釈迦堂１０１
岐阜県大垣市赤坂東町７３－１
岐阜県大垣市草道島町字村中２７２－１
岐阜県大垣市草道島町字南出口４５７
岐阜県大垣市草道島町字北出口１００－１
岐阜県大垣市草道島町字北出口３９－１
岐阜県大垣市築捨町３－８１
岐阜県大垣市築捨町３丁目５０－１
岐阜県大垣市長松町字綿丸１５－３
岐阜県大垣市直江町字立条３５９番地２
岐阜県大垣市田口町８－１
岐阜県大垣市島里２丁目２６番１
岐阜県大垣市東町１－８８－１（中村第８ビル１０２
号）
岐阜県大垣市内原１丁目４４番地
岐阜県大垣市南市橋町字御獄田１３４６
岐阜県大垣市波須２丁目２－１
岐阜県大垣市墨俣町大字上宿字高島９９６番１、９９７
番１
岐阜県大垣市本今５丁目３７番地１
岐阜県大垣市木戸町字万後２４８－１
岐阜県大垣市問屋町２番地２
岐阜県大垣市林町８－９８－３
岐阜県海津市海津町馬目字道下４９５番地の１
岐阜県海津市海津町平原１２００
岐阜県海津市海津町平原字貫川３番地４
岐阜県海津市海津町平原字中沼５９４番地
岐阜県海津市南濃町安江字半割１４６０
岐阜県海津市南濃町駒野字山神下５２０－１
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電話番号
0584-47-5197
0584-75-3774
0584-89-1516
0584-47-2066
0584-77-1866
0584-81-1150
0584-72-2711
0584-71-1141
0584-71-0862
0584-71-3910
0584-71-0858
0584-71-2434
080-5451-3684
0584-89-6636
0584-91-9730
0584-82-6201
0584-78-0021
0584-89-3175
0584-77-0571
0584-89-7111
0584-71-1270
0584-81-4173
080-5481-7643
0584-87-0636
080-5044-5633
0584-89-2027
0584-75-5217
0584-53-2141
0584-68-2850
0584-52-1081
080-5068-2307
0584-58-0086
0584-57-2475

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

各務原市

事業所名
有限会社海津運送 本社営業所
株式会社ライトトランスポート 南濃営業所
丸正運送有限会社 本社営業所
株式会社ワイ・エス・エヌ 本社営業所
株式会社東液供給センター 各務原事業所
揖斐川工業運輸株式会社 各務原営業所
長良運輸株式会社 本社
ロジトライ中部株式会社 岐阜事業所
有限会社山忠運輸 岐阜営業所
ヤマト運輸株式会社 各務原支店
濃飛西濃運輸株式会社 各務原支店
ユニオン倉庫運輸株式会社 本社営業所
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 各務原営業所
株式会社ＴＤＣ 本社営業所
有限会社細畑重機 本社営業所
東海共栄サポート株式会社 本社営業所
巴運輸株式会社 岐阜営業所
サンワ産業株式会社 本社営業所
大興建設株式会社 岐阜支店
丸武梱包株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 各務原営業所
株式会社アクア 各務原営業所
今村運輸倉庫有限会社 本社営業所
株式会社岐阜邦美 本社営業所
岐阜自動車輸送株式会社 各務原営業所
有限会社山崎運輸 本社営業所

可児市

日本ロジテックス株式会社 本社
ファーストシステムサービス株式会社 本社営業所
株式会社エスライン各務原 本社営業所
各務原運輸株式会社 本社営業所
ジンエイジェント株式会社 本社営業所
秋田運輸株式会社 多治見営業所
ヤマト運輸株式会社 可児桜ヶ丘センター
株式会社山商運輸 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
岐阜県海津市南濃町松山字石土場１８５－１
岐阜県海津市南濃町太田字出口８４１番地６
岐阜県海津市南濃町津屋１５０３－１
岐阜県各務原市鵜沼羽場町１－１５８－１
岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３－１
岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３番地の１
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町１－１５－２
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町６－４３３
岐阜県各務原市鵜沼小伊木町２丁目８５番地１
岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－４０
岐阜県各務原市鵜沼朝日町１－２１１－１
岐阜県各務原市鵜沼朝日町５－２８６
岐阜県各務原市各務山の前町２－３２７－３
岐阜県各務原市小佐野町１丁目４６番地１
岐阜県各務原市須衛町２丁目１１１番地の７
岐阜県各務原市川島河田町１４４１－１８
岐阜県各務原市川島小網町字前河原２１４６番地１５４
（プライムステージ１０１号）
岐阜県各務原市川島小網町字本田浦１９００－７５
岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３
岐阜県各務原市前渡東町２－１３７
岐阜県各務原市前渡東町４丁目１８６－５
岐阜県各務原市前渡東町４丁目１８８
岐阜県各務原市前渡北町４－５０－１
岐阜県各務原市蘇原寺島町２丁目７８番地２
岐阜県各務原市蘇原清住町１丁目３０番地
岐阜県各務原市蘇原村雨町３丁目１１ コーポ辻井２０
２号
岐阜県各務原市大野町１丁目１７８番１
岐阜県各務原市那加巾下町１４番地の６
岐阜県各務原市那加東亜町５５－３
岐阜県各務原市那加浜見町１－４５
岐阜県各務原市那加柄山町１０３－７
岐阜県可児市塩河字大清水２７５６番地の１
岐阜県可児市広見字田尻東１５３４番地
岐阜県可児市坂戸字大戸６４３番地
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電話番号
0584-56-0468
0584-59-1035
0584-57-2831
058-386-0013
058-370-9525
058-370-9557
058-383-1312
058-384-6801
058-379-3105
050-5044-5737
058-370-7211
058-384-1462
058-370-6331
058-322-2770
058-385-3020
0586-89-7778
0586-89-6625
0586-89-3070
0586-89-4455
058-389-1515
058-386-1061
058-386-1051
058-386-9066
058-383-0836
058-370-5356
058-371-3550
0583-80-5160
058-371-5568
058-382-2128
058-382-0006
058-371-7753
0574-60-5151
080-5044-5781
0574-62-2094

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

郡上市

下呂市

関市

事業所名
西濃急送株式会社 可児営業所
中部高速運輸株式会社 岐阜営業所
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 可児営業所
長野第一物流株式会社 岐阜営業所
高末急送株式会社 可児営業所
株式会社東液供給センター 可児事業所
日通多治見運輸株式会社 本社営業所
ダイオーロジスティクス株式会社 中部支店
東岐運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 可児支店
株式会社農林産運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 郡上営業所
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 郡上営業所
株式会社エスライン郡上 本社営業所
福山通運株式会社 ぎふ郡上営業所
濃飛西濃運輸株式会社 白鳥営業所
濃飛西濃運輸株式会社 郡上八幡営業所
ヤマト運輸株式会社 郡上支店
株式会社益田陸運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 飛騨下呂支店
濃飛西濃運輸株式会社 萩原営業所
福山通運株式会社 ぎふ下呂営業所
佐川急便株式会社 関営業所
桜井運輸株式会社 本社営業所
岩田運輸株式会社 関営業所
中濃運輸株式会社 関営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 関営業所
福山通運株式会社 ぎふ関営業所
濃飛西濃運輸株式会社 関支店
ヤマト運輸株式会社 関旭ヶ丘センター
ヤマト運輸株式会社 岐阜主管支店
有限会社岐阜通運 本社営業所
株式会社エスラインギフ 関営業所
株式会社櫻井商事 本社営業所
市川運送株式会社 岐阜営業所

※「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
岐阜県可児市室原字大欠２０－６
岐阜県可児市若葉台４丁目６番地
岐阜県可児市川合２６２０－１
岐阜県可児市川合字東野１６番地１
岐阜県可児市大森字奥洞９８９番地１
岐阜県可児市大森字立石１５７０－３
岐阜県可児市土田字往還北２５４６－９３
岐阜県可児市土田字富士ノ井１７８５
岐阜県可児市土田字富士ノ井１７９０
岐阜県可児市徳野南２－５，１８
岐阜県郡上市高鷲町鮎立字上矢奈島１３４
岐阜県郡上市大和町剣８９番地の１
岐阜県郡上市大和町神路１８７７－３
岐阜県郡上市大和町島２８１番地
岐阜県郡上市大和町島字坊ヶ野４５４９－１
岐阜県郡上市白鳥町中津屋字九十九４２１番１
岐阜県郡上市八幡町稲成カイツ田４２９－１２
岐阜県郡上市八幡町有坂字道下１３１４－１
岐阜県下呂市小坂町坂下字清水４６３－１
岐阜県下呂市小川１８３１－２
岐阜県下呂市萩原町上呂字ヨロノ２１１３－１
岐阜県下呂市萩原町中呂字大巻谷４６番地４
岐阜県関市宮河町二丁目５番地
岐阜県関市山田字大栗１０６５－２
岐阜県関市新迫間１０番地
岐阜県関市倉知２４８０－１
岐阜県関市倉知字四反田２４９８－１
岐阜県関市倉知字東藤谷２９８５－１
岐阜県関市池田町２番地
岐阜県関市東新町６丁目３１１番１，３１２番８
岐阜県関市迫間字栄２８５５－１２
岐阜県関市迫間字大平５１－１
岐阜県関市肥田瀬字蕨野３７２７－１
岐阜県関市武芸川町宇多院２７３番地
岐阜県関市武芸川町八幡４２－１
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電話番号
0574-65-1511
0574-65-6055
0574-62-3740
0574-51-1515
0574-64-0198
0574-56-0317
0574-23-1080
0574-26-1548
0574-26-1275
080-5044-5781
0575-72-5397
0575-88-4153
0575-88-4529
0575-88-9022
0575-88-3292
0575-82-3121
0575-67-1178
080-5044-5648
0576-62-2045
080-5044-5893
0576-54-1816
0576-52-0292
0575-21-2075
0575-28-3890
0575-23-3901
0575-22-5111
0575-22-8261
0575-21-2920
0575-22-7311
0575-21-2011
0575-25-6600
0575-23-4817
0575-22-3791
0575-45-0045
0575-46-2721

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

高山市

事業所名
有限会社エルテックサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 関支店
ヤマト運輸株式会社 飛騨久々野センター
ヤマト運輸株式会社 飛騨高山支店
飛騨生コンクリート株式会社 三川営業所
福山通運株式会社 ひだ高山営業所

多治見市

電話番号

0577-72-3900
0577-72-5588

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 飛騨燃料センター 岐阜県高山市国府町上広瀬６３－１

0577-72-2024

濃飛西濃運輸株式会社 高山支店
佐川急便株式会社 高山営業所
株式会社平野重機 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 高山営業所
株式会社エスラインヒダ 高山営業所
ヤマト運輸株式会社 飛騨石浦支店
大野運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 高山郵便局
日本郵便株式会社 多治見郵便局
株式会社ＦＲＩＥＮＤ’ｓ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 笠原センター

0577-32-1917
0577-36-6603
0577-34-8004
0577-32-5252
0577-32-5454
080-5044-5907
0577-78-1515
0577-32-0400
0572-22-0780
0572-45-2317
080-5451-3692

有限会社アクティブ輸送 本社営業所
日通多治見運輸株式会社 多治見営業所
日本通運株式会社 多治見物流センター
日本通運株式会社 多治見警送事業所

岐阜県高山市山田町１３１８－１
岐阜県高山市匠ヶ丘町１－１６
岐阜県高山市松之木町９２４番地１
岐阜県高山市上岡本町７－２４９，７－２４５
岐阜県高山市新宮町８３０－１６
岐阜県高山市石浦町６丁目１０１－１、１０２－１
岐阜県高山市丹生川町町方字下野中６２１－５
岐阜県高山市名田町５丁目９５－１
岐阜県多治見市音羽町４丁目２
岐阜県多治見市笠原町字向島２４５５番９４
岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６番１０７
岐阜県多治見市笠原町梅平３９８６－２４，１１９，１
２３，９，１１５，５３
岐阜県多治見市幸町８丁目２９番地の２
岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地
岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地
岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地

多治見通運株式会社 多治見営業所

岐阜県多治見市小泉町１丁目２１－１

0572-20-2500

ヤマト運輸株式会社 多治見旭ヶ丘センター
佐川急便株式会社 多治見営業所
ヤマト運輸株式会社 多治見支店
ハートランス株式会社 多治見営業所
株式会社ひまわりカーゴサービス 多治見営業所
有限会社共和運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 土岐妻木センター

岐阜県多治見市松坂町３丁目１５番１
岐阜県多治見市生田町２丁目１８１－２
岐阜県多治見市太平町２１－１、２９－１、３０
岐阜県多治見市大針町字塩井戸６６１－１
岐阜県多治見市大畑町大洞３番地の１
岐阜県土岐市妻木町字仲田５３０番４の１
岐阜県土岐市妻木平成町一丁目５２番

080-6604-9076
0572-22-2301
0572-25-2513
0572-29-4002
0572-22-2111
0572-58-2875
080-6699-6233

※「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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主な輸送品目（任意掲載）

0575-45-3080
080-5044-5753
0577-52-3785
080-5044-5880
0577-72-2323

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 飛騨流通センター 岐阜県高山市国府町三日町３７－１

株式会社イトー急行 東濃営業所

土岐市

住所
岐阜県関市武芸川町八幡字上野田６１５－３
岐阜県関市緑ケ丘２－８１－１
岐阜県高山市久々野町久々野８０７－１
岐阜県高山市桐生町４－４３１
岐阜県高山市国府町三川８１１－３
岐阜県高山市国府町三川字森ノ下５９１－１，６１２－
１

0572-45-2811
0572-29-1133
0572-23-2389
0572-23-1855
0572-25-6228
コンテナ、窯業・土石製品、日用
品・雑貨

市区郡名

中津川市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 土岐支店
株式会社啓和運輸 岐阜営業所
名鉄急配株式会社 東濃営業所
ロジトライ中部株式会社 東濃事業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 岐阜営業所
西村梱包倉庫株式会社 中津川中部物流センター
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 東濃営業所
ヤマト運輸株式会社 中津川坂本支店

羽島市

日通多治見運輸株式会社 中津川営業所
中津貨物自動車株式会社 中津川営業所
有限会社協立物流 本社営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 美濃営業所 運輸課
エス・ワールド株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 中津川支店
株式会社原セントラルエクスプレス 本社営業所
有限会社鎌田物流サービス 本社営業所
株式会社八和物流 本社営業所
株式会社ユー・エス・エル 本社営業所
中央紙運輸株式会社 本社営業所
株式会社トーリク 中津川営業所
株式会社エスラインヒダ 中津川営業所
有限会社ひまわり急行 本社営業所
名鉄急配株式会社 中津川営業所
有限会社フナダライン 本社営業所
有限会社ユニオン物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 恵那福岡センター
ヤマト運輸株式会社 中津川落合センター
株式会社ユーエスロジテック 本社営業所
株式会社岐阜ロジック 本社営業所
浪速運送株式会社 岐阜羽島営業所
株式会社エバーエキスプレス 本社営業所
佐川急便株式会社 羽島
ヤマト運輸株式会社 羽島支店
有限会社ニシカワ運輸 岐阜営業所

※「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
岐阜県土岐市泉西原町１－１８
岐阜県土岐市鶴里町柿野２３２２－５７
岐阜県土岐市土岐口北町一丁目４０番地
岐阜県土岐市土岐津町土岐口１６１９－３
岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３番地
岐阜県中津川市茄子川１５３４－１５４
岐阜県中津川市茄子川１６４６－２７
岐阜県中津川市茄子川字青木１９８３－８４、８６、１
１１
岐阜県中津川市茄子川字中垣外１６４２－１０２
岐阜県中津川市茄子川字中畑１１２－１１
岐阜県中津川市茄子川中垣外１６８３－２１８４
岐阜県中津川市駒場１９４４
岐阜県中津川市駒場２４９０－４
岐阜県中津川市駒場字西山１６６６番３７３１
岐阜県中津川市駒場字西山２５６５番地６
岐阜県中津川市坂下１９９１－１
岐阜県中津川市坂下５８６－２８
岐阜県中津川市瀬戸４６６番４７
岐阜県中津川市千旦林２００番地１
岐阜県中津川市千旦林字馬見岩平２６４１－１
岐阜県中津川市千旦林字馬見岩平２６４２－１
岐阜県中津川市中津川１３０５番地の６
岐阜県中津川市中津川字丸山８４９番地の７
岐阜県中津川市苗木字並松４５８９－２３
岐阜県中津川市付知町２５０２番地４
岐阜県中津川市福岡字野尻１１８７－１
岐阜県中津川市落合字向山１４４１－１４
岐阜県羽島市正木町須賀小松４０４番地
岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目７２番
岐阜県羽島市江吉良町字鍵田２４８０－１
岐阜県羽島市江吉良町字鍵田２５５１
岐阜県羽島市江吉良町字村前２１８５番地
岐阜県羽島市江吉良町字村前２２４４・２２４５
岐阜県羽島市上中町一色字柳下１００１番地１
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電話番号
0572-55-5358
0572-52-3370
0572-55-3151
0572-54-2261
0572-55-6550
0573-78-0350
0573-68-3760
0573-68-4082
0573-68-4585
0573-78-1255
0573-78-3144
080-5811-9161
0573-66-0038
0573-62-3368
0573-62-2501
0573-75-3377
0573-75-4146
057-361-3071
0573-68-3131
0573-68-6797
0573-68-6361
0573-65-1234
0573-66-1563
0573-67-2822
0573-82-4485
0575-57-3108
080-5044-5813
058-218-2812
058-201-7744
058-391-7290
058-397-1630
058-392-5777
080-5044-5604
0583-94-2370

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社パスコ・エクスプレス 岐阜営業所
丸幸運輸株式会社 本社営業所
有限会社種村運送 本社営業所
名正運輸株式会社 羽島営業所
木戸運送株式会社 本社営業所
株式会社エスライン羽島 本社営業所
有限会社共栄サービス 本社営業所
株式会社荒川急送 本社
佐藤産業有限会社 本社営業所

飛騨市

瑞穂市

瑞浪市

日本通運株式会社 高山営業支店
ヤマト運輸株式会社 奥飛騨支店
ヤマト運輸株式会社 飛騨神岡センター
大野運輸株式会社 岐阜営業所
有限会社小島商事 岐阜西営業所
相互運輸株式会社 本社
株式会社ライトトランスポート 本社営業所
株式会社ユーエムロジスティクス 本社
トーウンサービス株式会社 岐阜営業所
日通岐阜運輸株式会社 巣南営業所
有限会社鋳栄サービス 本社営業所
株式会社サン急配 本社
株式会社岐阜流通 本社営業所
センコー株式会社 岐阜営業所
東海産業株式会社 岐阜営業所
株式会社丸鈴運輸 岐阜営業所
東罐ロジテック株式会社 岐阜営業所
中部急送株式会社 本社営業所
有限会社中部トラックサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 穂積支店
トラストフレイト有限会社 本社営業所
株式会社朝日輸送 本社営業所
華南運輸株式会社 本社営業所
大征運輸株式会社 本社営業所
有限会社西商会 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
岐阜県羽島市上中町長間字東外２９３２番地１
岐阜県羽島市正木町曲利１００２
岐阜県羽島市正木町須賀字中畑１７３６番地３
岐阜県羽島市正木町須賀赤松３００番２
岐阜県羽島市足近町７－３５８
岐阜県羽島市竹鼻町駒塚６２
岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字高田７６２－１
岐阜県羽島市堀津町横手３丁目３７番地の２
岐阜県羽島市堀津町須賀中３１－２
岐阜県飛騨市古川町上町字柳ケ坪８５５－１，２，３，
５，他
岐阜県飛騨市古川町是重字宮ノ下２７２番３
岐阜県飛騨市神岡町江馬町１０番１３
岐阜県瑞穂市稲里２５２－４
岐阜県瑞穂市稲里５２２－３
岐阜県瑞穂市牛牧５１５－１
岐阜県瑞穂市牛牧６９４番地
岐阜県瑞穂市十九条３１５－１
岐阜県瑞穂市十八条字清水町５８８番地
岐阜県瑞穂市十八条字別府４０２番地
岐阜県瑞穂市重里字更屋敷前１７５８番
岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２２
岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２２，２３
岐阜県瑞穂市生津字東江上２１１－１
岐阜県瑞穂市生津天王町２－４９－１
岐阜県瑞穂市美江寺４８１－１
岐阜県瑞穂市美江寺６５０番地
岐阜県瑞穂市別府２１４０－１
岐阜県瑞穂市別府２１４０番地の１
岐阜県瑞穂市別府字井場二ノ町１５７５－１
岐阜県瑞穂市本田１６４４番地１１
岐阜県瑞穂市本田２１２－１
岐阜県瑞穂市野田新田字番屋口４０４１－７
岐阜県瑞穂市野白新田３１５－１
岐阜県瑞浪市日吉町６３３－１
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電話番号
058-391-8521
058-392-8668
058-394-0366
0583-91-9195
058-392-2285
0583-91-3105
058-393-1050
058-398-2165
058-398-7300
0577-73-2711
080-5044-5896
080-5451-8554
058-327-8760
058-326-8852
058-327-3411
058-329-0121
058-326-5561
058-328-7510
058-328-5690
058-328-6767
058-327-2461
058-327-5311
058-327-8780
058-326-1581
058-328-2821
058-328-2850
058-326-6611
058-327-6341
080-5044-5675
058-327-7171
058-326-2326
058-327-5507
058-327-7081
0572-64-2646

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

ヤマト運輸株式会社 瑞浪支店
ヤマト運輸株式会社 美濃支店
美濃市
岐阜県牛乳輸送株式会社 本社営業所
北勢運送株式会社 美濃営業所
越美通運株式会社 本社営業所
美濃加茂市 ヤマト運輸株式会社 美濃加茂加茂野センター
有限会社宮本運輸 本社営業所
株式会社エスラインヒダ 美濃加茂営業所
佐川急便株式会社 美濃加茂営業所
東海西濃運輸株式会社 美濃加茂支店
東洋陸運株式会社 美濃加茂営業所
ヤマト運輸株式会社 美濃加茂支店
則竹運輸株式会社 美濃加茂営業所
日本郵便株式会社 美濃加茂郵便局

本巣市

山県市
安八郡

岐阜県瑞浪市北小田町１丁目１０５
岐阜県美濃市松栄町３丁目５番地
岐阜県美濃市大字生櫛字八百長４３９番地の２
岐阜県美濃市大字楓台７２－３
岐阜県美濃市大矢田５２４－７
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉字畑中１０４４番
岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣１３７４－１３
岐阜県美濃加茂市山手町３－１２０
岐阜県美濃加茂市山之上町字池下１００７－１
岐阜県美濃加茂市深田町３丁目字上牛畑１３８－２
岐阜県美濃加茂市西町７丁目３８４番
岐阜県美濃加茂市川合町字赤池上１丁目３４５－１
岐阜県美濃加茂市前平町１－６６
岐阜県美濃加茂市太田町字飛鹿２１６９－２
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋伊瀬入会字栗地１６番地
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 岐阜営業所
の８
有限会社美坂運送 本社営業所
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋字奥田１９１４－２
株式会社城崎通商 本社営業所
岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字熊ヶ洞２８２０番地６
大西運輸株式会社 岐阜営業所
岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字粟瀬２７３５－１４２
株式会社ＡＳＴＲＡ 岐阜営業所
岐阜県美濃加茂市牧野１００５番地１
有限会社大英通商 本社営業所
岐阜県美濃加茂市牧野２９０３－１
徳倉運輸株式会社 本社営業所
岐阜県本巣市下真桑３５６
株式会社松尾商運 本社営業所
岐阜県本巣市見延字上ノ町６－３
佐川急便株式会社 本巣営業所
岐阜県本巣市十四条字蚓田３２番地１
有限会社高井重機 本社営業所
岐阜県山県市小倉２４３番地の２
株式会社高富運輸 本社営業所
岐阜県山県市大桑東川６５番地の１
株式会社ムロオ 岐阜営業所
岐阜県安八郡安八町森部字南沼１７９０－１
株式会社岐阜マルナカ 本社営業所
岐阜県安八郡安八町森部字南沼１７９０－１
此花運輸株式会社 安八営業所
岐阜県安八郡安八町中字大平１５１３－１
有限会社安八重機 本社営業所
岐阜県安八郡安八町東結字河原曲輪１１３
株式会社トップラン 本社営業所
岐阜県安八郡神戸町大字中沢字宮跡１８１－２
東洋運輸株式会社 岐阜営業所
岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１７５－１
ヤマト運輸株式会社 揖斐支店
岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１９２－２
株式会社神戸運輸 本社営業所
岐阜県安八郡神戸町大字和泉２８２番地の２
未来運輸株式会社 本社営業所
岐阜県安八郡輪之内町塩喰２６４５－４

※「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
080-5044-5865
080-5044-5788
0575-33-4848
0575-31-0330
0575-33-2111
080-5043-4313
0574-28-4648
0574-26-8535
0574-57-1695
0574-26-4151
0574-24-7133
0574-26-0554
0574-25-7055
0574-25-2079
0574-25-5539
0574-27-2232
0574-27-2777
0574-25-8647
0574-27-1650
0574-27-1272
058-323-1288
058-323-1024
058-320-2925
0581-36-3109
0581-27-2270
0548-63-0205
058-276-6206
090-4082-7533
0584-62-5974
0584-47-9001
0584-27-1380
080-5068-2307
0584-27-7459
0584-35-3450

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

揖斐郡

可児郡

加茂郡

事業所名
福山ドリーム運輸株式会社 中部営業所
有限会社黒田義夫商店 本社営業所
有限会社九重 本社営業所
セキサンドレー有限会社 岐阜営業所
西濃エキスプレス株式会社 本社営業所
有限会社セイブ供給センター 本社営業所
岐阜梱包株式会社 本社営業所
有限会社大窪運送店 本社営業所
有限会社南沙産業 本社営業所
セーフティーサービス株式会社 本社営業所
有限会社マルヨシ梱包 本社営業所
大黒運輸有限会社 本社営業所
揖斐運輸株式会社 本社営業所
株式会社ユーネットランス みたけ営業所
株式会社ジャパンカーゴ 岐阜営業所
有限会社神栄商事 本社営業所
東山物流株式会社 岐阜営業所
ワーレックス株式会社 岐阜営業所
株式会社鈴木商事 加茂営業所
大道株式会社 本社営業所
丸七運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 美濃白川センター

羽島郡

丸運トラック株式会社 中京営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜木曽川支店
株式会社ジェイトップ 岐阜営業所
株式会社スワロー物流 本社営業所
岐阜自動車整備株式会社 本社営業所
此花運輸株式会社 岐阜支社
有限会社鈴木商事 本社営業所
有限会社タチバナ急送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 羽島岐南センター
城南運輸株式会社 本社営業所
揖斐運輸株式会社 岐阜営業所
株式会社宅配百十番岐阜 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
岐阜県安八郡輪之内町下大榑字川原１９１番地１
岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田字東宮野１４１２－３
岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２４３６－１
岐阜県安八郡輪之内町楡俣３３８７番地３
岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田字中代２５３－１
岐阜県揖斐郡大野町大字加納字六反田西１３６２－６
岐阜県揖斐郡大野町大字五之里字山王４３６
岐阜県揖斐郡大野町大字上秋字田中前３６３
岐阜県揖斐郡池田町杉野字北出１７－１
岐阜県揖斐郡池田町萩原字新田９５１
岐阜県揖斐郡池田町片山字塚田５０
岐阜県揖斐郡揖斐川町市場字北大黒４６６－１
岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山字東島２９８－４
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山２１８８－７５
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字平芝２１４３－１
岐阜県可児郡御嵩町美佐野字木屋洞２７１３－１
岐阜県加茂郡坂祝町酒倉字大門屋敷６６２番６
岐阜県加茂郡坂祝町深萱１１８７－１４
岐阜県加茂郡川辺町下川辺１１９７－１
岐阜県加茂郡川辺町石神６８１の１
岐阜県加茂郡川辺町比久見字比垣外５７番地の１
岐阜県加茂郡白川町三川字下馬場２０２３番１，２０２
４番２，２０２４番３
岐阜県羽島郡笠松町円城寺字上田４７４－２
岐阜県羽島郡笠松町長池字松ケ枝５０８－１
岐阜県羽島郡笠松町米野字高瀬６３４番１
岐阜県羽島郡笠松町米野字村中３１０－２
岐阜県羽島郡岐南町三宅３丁目１１７番地
岐阜県羽島郡岐南町若宮地１丁目５３番地
岐阜県羽島郡岐南町若宮地２－２１１
岐阜県羽島郡岐南町徳田２－１７０
岐阜県羽島郡岐南町徳田７丁目９８番１
岐阜県羽島郡岐南町伏屋２－１８０
岐阜県羽島郡岐南町伏屋２丁目１７４
岐阜県羽島郡岐南町伏屋６－８２－１

10／12 ページ

電話番号
0584-68-2833
0584-68-1255
0584-68-1256
0584-68-1380
0584-69-4559
0585-35-2568
0585-34-2211
0585-32-1108
0585-45-1017
0585-45-0159
0585-45-7856
0585-22-2412
0585-22-0407
0574-67-0333
0574-68-0203
0574-67-1648
0574-28-8990
0574-27-3221
0574-53-6481
0574-53-4009
0574-53-2883
0574-74-0170
058-387-8065
080-5044-5593
058-387-6077
058-387-7080
058-246-0681
058-246-3625
058-247-5532
058-277-8086
080-5098-0862
058-245-2050
058-245-6411
058-247-1102

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

不破郡

本巣郡

養老郡

事業所名
株式会社日硝ハイウエー 岐阜営業所
名鉄運輸株式会社 岐阜支店
シグマロジスティクス株式会社 岐阜営業所
名鉄急配株式会社 岐阜西営業所
株式会社エスラインミノ 本社営業所
株式会社スワローセキュリティーサービス 本社
柘運送株式会社 岐阜営業所
株式会社エスラインヒダ 岐阜営業所
株式会社エスラインギフ 岐阜ターミナル営業所
株式会社日之出運輸 岐阜支店
ヤマト運輸株式会社 羽島川島センター
株式会社大慶運輸 関ヶ原営業所
日神機工株式会社 岐阜営業所
ナニワ企業株式会社 岐阜営業所
市川運送株式会社 伊吹営業所
ヤマト運輸株式会社 養老支店
三和梱包運輸株式会社 本社営業所
三和ロジスティクス株式会社 本社営業所
有限会社上田商事 本社営業所
郷運輸株式会社 本社営業所
コーケン産業株式会社 本社営業所
有限会社野村重機 本社営業所
有限会社大野園芸 本社営業所
有限会社アクトリミテッド 本社営業所
若原運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岐阜北方センター
ヤマト運輸株式会社 岐阜養老センター
ヨーロー西濃集配株式会社 本社営業所
登運送株式会社 本社営業所
有限会社イマイ 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 大垣総合物流センター営業所
池田興業株式会社 岐阜支店
松永運送有限会社 本社営業所
南濃運輸株式会社 本社営業所
伊藤開発株式会社 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
岐阜県羽島郡岐南町伏屋７丁目５番
岐阜県羽島郡岐南町伏屋９－１
岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１７番地
岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１番地
岐阜県羽島郡岐南町平成１－１０４
岐阜県羽島郡岐南町平成１－７１
岐阜県羽島郡岐南町平成２丁目９３－１
岐阜県羽島郡岐南町平成４－６７
岐阜県羽島郡岐南町平成４丁目６７
岐阜県羽島郡岐南町平成５丁目３８番地
岐阜県羽島郡岐南町平島４丁目１０９
岐阜県不破郡関ヶ原町大字山中字登里６１４番地の４
岐阜県不破郡関ヶ原町大字山中字南野８４５番地１
岐阜県不破郡垂井町綾戸字河原通１０５５
岐阜県不破郡垂井町宮代字境野１４０５－７
岐阜県不破郡垂井町字御所野１４１０－１
岐阜県不破郡垂井町字野田５１６
岐阜県不破郡垂井町字野田５１６
岐阜県不破郡垂井町表佐字一色７６１－１
岐阜県不破郡垂井町表佐字市道３３３－３
岐阜県不破郡垂井町府中字屋敷２３３０－１
岐阜県本巣郡北方町高屋白木３－１１２－２
岐阜県本巣郡北方町大字高屋字供奉仕道北１１０５－１
岐阜県本巣郡北方町長谷川西３－７４－１
岐阜県本巣郡北方町平成７丁目３の１
岐阜県本巣郡北方町北方字〆之宮１２４番地１
岐阜県養老郡養老町下笠字中島４７５番２
岐阜県養老郡養老町金屋字井ノ上３８２－１
岐阜県養老郡養老町栗笠２９５番地
岐阜県養老郡養老町船附６０９番地１
岐阜県養老郡養老町船附字村前東５６２番１
岐阜県養老郡養老町大字船附字大割田１５３５－１
岐阜県養老郡養老町大場橋西６３０
岐阜県養老郡養老町飯田字小深田１３５０－１０
岐阜県養老郡養老町飯田字染貝戸１３３３
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電話番号
058-249-5106
058-245-7286
058-215-8817
058-214-4090
058-247-5311
058-245-3137
058-249-6020
058-245-3185
058-246-2233
058-249-2511
080-5451-3683
0584-43-1300
0584-43-5521
0584-23-1032
0584-24-1054
080-5044-5655
0584-22-1579
0584-22-1051
0584-22-0100
0584-22-1177
0584-23-4500
058-324-0850
058-324-7774
058-323-3290
058-324-1415
080-5068-0853
080-6604-6071
0584-32-0240
0584-35-3475
0584-35-2233
0584-37-3888
0584-35-2721
0584-37-2055
0584-34-1177
0584-88-1891

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

※「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
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

