貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
名古屋市

事業所名
株式会社丸高運輸 空見営業所
ミヤサキ流通株式会社 本社営業所
タカラ株式会社 本社営業所
東邦運輸合資会社 本社営業所
株式会社桂商会 本社営業所
大幸運輸株式会社 本社営業所
東陽物流株式会社 金城営業所
佐川急便株式会社 名古屋営業所
柘運送株式会社 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 名古屋共配センター
株式会社共同組 本社営業所
株式会社宝神商会 本社営業所
月星海運株式会社 名古屋事業所
株式会社ミツフジ 本社営業所
三英運輸株式会社 本社営業所
株式会社マルタパワーズ 名古屋港営業所
有限会社松洋 本社営業所
株式会社青山運送 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋港支店
有限会社丸起産業 本社営業所
磯部運輸倉庫株式会社 本社営業所
宇賀田運輸株式会社 本社営業所
有限会社勢和運輸 本社営業所
丸勢運輸有限会社 本社営業所
上山興産有限会社 本社営業所
株式会社メーワ 本社営業所
株式会社辰巳商会 名古屋営業所
上組陸運株式会社 名古屋支店
株式会社明送ロジコム 本社営業所
有限会社紀友興業 本社営業所
有限会社愛知ユニック社 本社
丸輪運送株式会社 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。

安全性優良事業所

（愛知県）

住所

電話番号

愛知県名古屋市港区空見町１－３１
愛知県名古屋市港区いろは町１－５
愛知県名古屋市港区惟信町５丁目３３－２
愛知県名古屋市港区稲永２丁目１３番５１号
愛知県名古屋市港区寛政町１－２８
愛知県名古屋市港区寛政町２丁目２５
愛知県名古屋市港区金城埠頭１丁目１番地
愛知県名古屋市港区金船町４－１
愛知県名古屋市港区空見町１－３７
愛知県名古屋市港区空見町１－６
愛知県名古屋市港区空見町２１
愛知県名古屋市港区空見町２４番地
愛知県名古屋市港区空見町３１
愛知県名古屋市港区空見町３２
愛知県名古屋市港区空見町３２
愛知県名古屋市港区空見町３３
愛知県名古屋市港区空見町３６番地（名古屋港鉄鋼埠頭
株式会社内）
愛知県名古屋市港区空見町３番２
愛知県名古屋市港区高木町２－１９
愛知県名古屋市港区高木町２丁目１５番地３
愛知県名古屋市港区砂美町１２２－２
愛知県名古屋市港区十一屋２－１８７
愛知県名古屋市港区十一屋２－３０１－１
愛知県名古屋市港区十一屋２－３０１－１
愛知県名古屋市港区十一屋２－３９４
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１１４
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１５５
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目２１６，２２４－２
愛知県名古屋市港区十一屋二丁目３１０番地
愛知県名古屋市港区春田野１－２２０６ グランプリハ
イツ１０６号
愛知県名古屋市港区春田野２丁目３００１番地
愛知県名古屋市港区春田野一丁目１８０１番地

0567-55-0706
052-651-6639
052-381-7474
052-383-2605
052-653-8914
052-653-4554
052-383-1141
052-655-8771
052-398-1101
052-398-6970
052-398-1243
052-382-7561
052-398-1881
052-382-3913
052-398-1177
052-398-1735
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052-398-2651
052-304-8267
052-384-7132
052-381-6708
052-661-2891
052-381-1781
052-381-2321
052-381-2331
052-382-2666
052-384-5123
052-382-4618
052-382-2365
052-389-7658
052-303-3468
052-303-2310
052-301-1698

H31.2.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ハナワトランスポート 名古屋営業所
有限会社藤松運送店 本社営業所
有限会社南陽運送 本社営業所
石黒運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 港稲永センター
木村運送合資会社 本社営業所
森洋運輸株式会社 本社営業所
名海運輸作業株式会社 本社営業所
丸一運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＵＡＣＪ物流 名古屋支店
株式会社北十 本社営業所
東亞興業株式会社 本社営業所
白水運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 名古屋海外引越支店オペレーションセ
ンター
中部液輸株式会社 本社営業所
永橋興業株式会社 本社営業所
株式会社明和ライナー 本社営業所
中電輸送サービス株式会社 本店営業所
株式会社アガガスネットワークサービス 本社営業所
株式会社南部企業 本社営業所
Ｊ・Ｎ物流株式会社 本社営業所
三洋輸送株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 名古屋西営業所 陸運名古屋事業所
中京ライナー株式会社 本社営業所
大宝運輸株式会社 名南支店
株式会社オーエヌトランス 本社営業所
株式会社フジトランスライナー 本社営業所
中京陸運株式会社 九号地営業所
福美運輸株式会社 本社営業所
港大宝運輸株式会社 名港営業所
株式会社丸玉運送名古屋 本社営業所
株式会社滋賀ユニック 名古屋営業所
株式会社日之出運輸 名古屋港支店
博宝運輸株式会社 港支店営業所
株式会社丸二運送 当知営業所

※「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

愛知県名古屋市港区小碓２－１２７
愛知県名古屋市港区小碓一丁目２２５番地
愛知県名古屋市港区小賀須２－２２１１
愛知県名古屋市港区昭和町７－１
愛知県名古屋市港区神宮寺１丁目５０９番
愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目３０５番地
愛知県名古屋市港区正徳町１－７７
愛知県名古屋市港区西倉町１－５４
愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５
愛知県名古屋市港区千年三丁目１０１番地３
愛知県名古屋市港区川園３丁目１６８－４
愛知県名古屋市港区船見町１－４２
愛知県名古屋市港区船見町３０－５

052-389-1028
052-381-1640
052-302-3981
052-611-4535
052-381-2770
052-381-7543
052-651-8191
052-661-8194
052-653-9311
052-654-0006
052-302-7778
052-612-5700
052-611-7257

愛知県名古屋市港区船見町３１

052-611-3722

愛知県名古屋市港区船見町４番地先
愛知県名古屋市港区善進町８－２１
愛知県名古屋市港区善進本町４２５
愛知県名古屋市港区大江町１番１
愛知県名古屋市港区大手町六丁目２３番地
愛知県名古屋市港区辰巳町３－５
愛知県名古屋市港区築三町１－２４
愛知県名古屋市港区築地町１－２
愛知県名古屋市港区築地町７－６
愛知県名古屋市港区築地町８－４
愛知県名古屋市港区中川本町３丁目１
愛知県名古屋市港区潮見町３７－３９
愛知県名古屋市港区潮見町３７－７５
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地１０２
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地４０
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地４６
愛知県名古屋市港区潮凪町１－２
愛知県名古屋市港区潮凪町１－３
愛知県名古屋市港区潮凪町１番３
愛知県名古屋市港区当知１－２０４－１
愛知県名古屋市港区当知四丁目４０７番地

052-613-2311
052-381-3320
052-381-3922
052-611-7366
052-651-1293
052-653-1725
052-659-1577
052-661-2871
052-651-2211
052-652-5115
052-655-8791
052-612-2284 石油
052-614-6111
052-612-4795
052-611-6855
090-9885-2033
052-384-9500
052-398-4066
052-384-7771
052-383-9611
052-382-0202
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 名古屋湾岸支店
ダイワロジテム株式会社 本社営業所
名古屋ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 名古屋定温流通センター営業所
ニッポンロジ株式会社 中部・関西本部 名古屋支店
丸一運輸株式会社 藤前営業所
明倫運輸株式会社 本社営業所
渥美運輸株式会社 名古屋営業所
菱自運輸株式会社 名古屋営業所
ホイテクノ物流株式会社 名古屋支店
中京陸運株式会社 藤前営業所
高末株式会社 港営業所
株式会社東海産業 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋主管支店
三岐通運株式会社 名古屋営業所
中部運輸株式会社 藤前営業所
パナシアロジ株式会社 本社営業所
新潟運輸株式会社 名古屋支店
株式会社第一名誠 本社営業所
豊運輸株式会社 本社営業所
立花運輸有限会社 本社営業所
興和自動車運輸株式会社 本社営業所
株式会社上組 名古屋支店
村上運輸倉庫株式会社 名港営業所
ジェイアール東海物流株式会社 名古屋営業所
菱洋運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 中部支店 名古屋営
業所
有限会社大創 本社営業所
菱倉運輸株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市港区藤前１丁目１１１１，１１１２番地
愛知県名古屋市港区藤前１丁目７３１番地
愛知県名古屋市港区藤前２－２０５－１
愛知県名古屋市港区藤前２丁目２０１－２
愛知県名古屋市港区藤前２丁目２０５番地９
愛知県名古屋市港区藤前３－６０９
愛知県名古屋市港区藤前３－６１１
愛知県名古屋市港区藤前３－６１３
愛知県名古屋市港区藤前３－６１６
愛知県名古屋市港区藤前３－６１７
愛知県名古屋市港区藤前３－７０５
愛知県名古屋市港区藤前３－７０８
愛知県名古屋市港区藤前４丁目５１８番
愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－１
愛知県名古屋市港区藤前５－５３０
愛知県名古屋市港区藤前５丁目４０１－７
愛知県名古屋市港区藤前５丁目４０１－７
愛知県名古屋市港区藤前５丁目４０１番２
愛知県名古屋市港区藤前四丁目８２３番
愛知県名古屋市港区入場１－１５０５－１
愛知県名古屋市港区入場１丁目１９０７番地
愛知県名古屋市港区入場２丁目２００７
愛知県名古屋市港区入船１－２－１２
愛知県名古屋市港区熱田前新田字中川東１０－３
愛知県名古屋市港区熱田前新田字中川東６－１
愛知県名古屋市港区浜２－３０２－１、３０３－１

052-381-2700
052-309-3335
052-303-2011
052-303-5813
052-303-5917
052-303-2511
052-301-2281
052-303-3381
052-303-2001
052-303-3315
052-301-1115
052-301-1161
052-301-7331
052-303-6140
052-302-1348
052-304-4711
052-303-2100
052-303-6211
052-302-7131
052-382-6885
052-880-9936
052-382-2101
052-652-8881
052-661-9741
052-653-9108
052-652-5675

愛知県名古屋市港区宝神１－１７、２９

052-383-1111

愛知県名古屋市港区宝神２－２６１８
愛知県名古屋市港区宝神３－２２０１，２２０２
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２１０３番地，２１０４
番地
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２８０７
愛知県名古屋市港区本宮町２－３５－３
愛知県名古屋市港区本星崎町字南３９９８－３０
愛知県名古屋市港区本星崎町字南４０４７番４

052-381-6768
052-382-6236

有限会社小島商事 本社営業所
山田運送株式会社 名古屋営業所
佐川急便株式会社 港営業所
株式会社エスラインギフ 名古屋南営業所
近物レックス株式会社 名古屋支店

※「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。
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052-389-2675
052-382-5311
052-652-9111
052-619-6911
052-619-6862

主な輸送品目（任意掲載）

鉄鋼・金属製品

事業所名

市区郡名

大西運輸株式会社 本社営業所
キャリーネット株式会社 本社営業所
二和運輸株式会社 本社営業所
サンテツ運輸株式会社 本社
名宝陸運有限会社 本社営業所
山田運送株式会社 名古屋営業所
宮崎運輸株式会社 本社営業所
新東海株式会社 本社営業所
ヤマリク株式会社 本社営業所
ロジテック株式会社 港営業所
日比野運輸株式会社 本社営業所
名豊興運株式会社 名古屋営業所
株式会社アイソネットライン 名古屋南出張所
名鉄急配株式会社 名古屋港営業所
有限会社明成運輸 本社営業所
揖斐川工業運輸株式会社 名古屋営業所
愛知鋼業株式会社 本社営業所
九條運送株式会社 名古屋営業所
株式会社丸二運送 南陽営業所
金川運輸株式会社 本社営業所
中京道路管理株式会社 藤前営業所
有限会社タック 港営業所
新日本物流株式会社

名古屋事業所

株式会社トーショー 名古屋営業所
株式会社新宮運送 名古屋
日陸物流株式会社 名古屋営業所
橋元工業株式会社 大江営業所
ケーラインサービス株式会社 本社営業所
王子陸運株式会社 名古屋営業所
株式会社東液供給センター 名港事業所
株式会社六洋社 名古屋営業所
大和物流株式会社 名港支店
東海ＹＭトランス株式会社 名古屋営業所
ウェルポート株式会社 名古屋港
ファーストカーゴ株式会社 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

電話番号

愛知県名古屋市港区名四町１４３
愛知県名古屋市港区明正１丁目１８１
愛知県名古屋市港区木場町１番地の４
愛知県名古屋市港区油屋町３－２８－３
愛知県名古屋市港区油屋町３丁目４１の１
愛知県名古屋市港区油屋町４丁目３５
愛知県名古屋市港区いろは町２－８－２
愛知県名古屋市港区いろは町３丁目３番１
愛知県名古屋市港区稲永２丁目９０１番地
愛知県名古屋市港区河口町２０５
愛知県名古屋市港区丸池町２－２３
愛知県名古屋市港区空見町１－６
愛知県名古屋市港区空見町１－６
愛知県名古屋市港区砂美町１５１番地
愛知県名古屋市港区十一屋２－２９４
愛知県名古屋市港区十一屋２－３０３－５
愛知県名古屋市港区十一屋２－３５３
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１７２
愛知県名古屋市港区春田野１－１８０１
愛知県名古屋市港区船見町４地先
愛知県名古屋市港区藤前三丁目７０３番地
愛知県名古屋市港区小碓１丁目４２９
愛知県名古屋市港区甚兵衛通５丁目１２－１みそらぎハ
イツＢ
愛知県名古屋市港区千年３－１－２２
愛知県名古屋市港区船見町４番地１地先
愛知県名古屋市港区船見町４番地先
愛知県名古屋市港区大江町１３－１１
愛知県名古屋市港区築三町三丁目８番地
愛知県名古屋市港区築地町１０
愛知県名古屋市港区潮見町３７－４６
愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２
愛知県名古屋市港区潮凪町１－３
愛知県名古屋市港区潮凪町６３番地
愛知県名古屋市港区藤前１丁目１１２１番
愛知県名古屋市港区藤前１丁目６２０番地

052-654-2266
052-381-8115
052-691-6176
0567-69-6580
052-382-8911
052-389-2230
052-652-1335
052-659-1370
052-384-7313
052-654-4975
052-652-6531
052-304-7377
052-304-9790
052-654-8331
052-381-6538
052-381-5171
052-382-7771
052-382-5871
052-301-1665
052-612-3092
052-309-3871
052-821-2417
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052-355-6831
052-652-0800
052-612-8135
052-619-3075
052-612-2544
052-389-5670
052-659-6616
052-614-3221
052-612-0337
052-389-1211
052-384-2441
052-304-2224
052-304-9367

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
興和運輸株式会社
日嶺産業株式会社

藤前営業所
藤前営業所

株式会社フェイスフリー

本社営業所

トナミ運輸株式会社 港支店
株式会社名古屋サンギ 本社営業所
大日運輸株式会社 本社
岩田運輸株式会社 港営業所
日本ロジテム株式会社 名古屋営業所
有限会社クリヤー梱包 本社営業所
株式会社ファントランスポート 本社営業所
牧野運輸株式会社 本社営業所
東海運株式会社 中部事業部
ＳＢＳフレックネット株式会社 名古屋
協立運輸株式会社 本社営業所
株式会社マルモ運輸 本社営業所
日本通運株式会社 守山移転引越美術品センター
株式会社岐阜流通 名古屋事業所
株式会社ＤＮＰロジスティクス 名古屋営業所
佐川急便株式会社 名古屋守山営業所
有限会社レオ 本社営業所
東春運輸株式会社 瀬古営業所
有限会社三商 本社営業所
株式会社オータカ流通 本社
ヤマト運輸株式会社 守山吉根センター
ヤマト運輸株式会社 昭和宮東センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋昭和広路支店
ヤマト運輸株式会社 昭和白金センター
有限会社丸芳運輸 本社営業所
株式会社丸善運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋瑞穂支店
大竹運輸株式会社 本社営業所
丸岡運輸有限会社 本社営業所
中京運輸株式会社 本社営業所
株式会社ワイエムライン 本社営業所
久留米運送株式会社 名古屋支店

※「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
愛知県名古屋市港区藤前３－６０８
愛知県名古屋市港区藤前３－７０６
愛知県名古屋市港区藤前４丁目９０６番地、９０７番
地、９０８番地
愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－９
愛知県名古屋市港区藤前５－５３０
愛知県名古屋市港区入場２－２００２
愛知県名古屋市港区品川町１丁目１９番地
愛知県名古屋市港区宝神１－２２７
愛知県名古屋市港区宝神１丁目２１
愛知県名古屋市港区宝神５－３４０６
愛知県名古屋市港区宝神５丁目２７０８
愛知県名古屋市港区名港２－８－１０
愛知県名古屋市守山区幸心３－１６０１
愛知県名古屋市守山区幸心４丁目４３８
愛知県名古屋市守山区幸心四丁目１１２番地
愛知県名古屋市守山区新守山２５０２番地
愛知県名古屋市守山区瀬古２丁目７０７番地
愛知県名古屋市守山区瀬古３丁目１１３７
愛知県名古屋市守山区瀬古東３丁目２０２４番地
愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目１００１番地
愛知県名古屋市守山区瀬古二丁目６３０番地
愛知県名古屋市守山区大字中志段味字湿ケ２０１５
愛知県名古屋市守山区天子田４丁目８０９番地
愛知県名古屋市守山区百合が丘３１０１番地
愛知県名古屋市昭和区宮東町３２８
愛知県名古屋市昭和区広路通８丁目１８番１号、２号
愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１３０１
愛知県名古屋市瑞穂区内浜町２２番１号
愛知県名古屋市瑞穂区妙音通３－５１
愛知県名古屋市瑞穂区明前町１０番３９号
愛知県名古屋市瑞穂区明前町７０４－２
愛知県名古屋市西区あし原町１８２
愛知県名古屋市西区あし原町２００
愛知県名古屋市西区あし原町３０５
愛知県名古屋市西区見寄町７７
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電話番号
052-303-0555
052-309-7251
052-302-3922
052-303-6411
052-309-3580
052-382-6886
052-652-0205
052-389-1025
052-304-8955
052-387-6581
052-382-1865
052-661-5207
052-796-4910
052-794-5700
052-793-7871
052-792-4671
052-758-5202
052-791-5367
052-758-5602
052-794-1033
052-791-9371
052-739-0025
052-771-3838
080-5045-8939
052-789-0282
052-861-1827
052-882-5183
052-811-2111
052-852-3261
052-822-2204
052-823-8235
052-502-3221
052-502-5326
052-506-8626
052-501-5221

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 名古屋笹塚センター
二葉物産株式会社 名古屋事業所
三弘運輸株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 西営業所
株式会社日新社 本社営業所
アペニンコーポレーション株式会社 名古屋営業所
ハートランス株式会社 名古屋営業所
中越運送株式会社 名古屋営業所
菱大ローリー株式会社 名古屋営業所
有限会社菊地運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 名古屋小田井営業所
日本郵便株式会社 名古屋西郵便局
株式会社グリーンサービス 天塚営業所
有限会社田島梱包 本社営業所
株式会社マルカワ 本社
名西運輸株式会社 本社営業所
有限会社比良北運輸 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送愛知支社
大進運輸株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 枇杷島支店
有限会社泉水コーポレーション 本社営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 名古屋センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋西支店
越秀運輸倉庫株式会社 本社営業所
越秀運輸倉庫株式会社 平田営業所
協友運送株式会社 本社営業所
ダイシン商事株式会社 本社営業所
株式会社オカダ・エキスプレス 本社営業所
有限会社アズキャリー 本社営業所
旭運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 千種郵便局
巴運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋中支店
シグマロジスティクス株式会社 名古屋東営業所

※「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

愛知県名古屋市西区笹塚町１丁目４５番地
愛知県名古屋市西区十方町１６０
愛知県名古屋市西区上小田井２丁目３５４
愛知県名古屋市西区赤城町１３１
愛知県名古屋市西区大金町一丁目３４
愛知県名古屋市西区中小田井２－７６
愛知県名古屋市西区中小田井２丁目３６番地１、３５番
地
愛知県名古屋市西区中小田井４－４３２
愛知県名古屋市西区中小田井４丁目２６７番地
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目５３番地の１
愛知県名古屋市西区長先町１１８番地
愛知県名古屋市西区天神山町４番５号
愛知県名古屋市西区天塚町４－６６－５，６６－６，６
６－７，６６－８
愛知県名古屋市西区南川町１６７
愛知県名古屋市西区南堀越１丁目２－２１
愛知県名古屋市西区南堀越２－５－２８
愛知県名古屋市西区比良４丁目３９４
愛知県名古屋市西区枇杷島２丁目６番２８号
愛知県名古屋市西区枇杷島４丁目１７－１３
愛知県名古屋市西区こも原町１７５
愛知県名古屋市西区玉池町１９１番地
愛知県名古屋市西区玉池町２１－１
愛知県名古屋市西区砂原町１５５
愛知県名古屋市西区上名古屋１丁目１４－２
愛知県名古屋市西区新木町９７－５
愛知県名古屋市西区大野木４丁目６７番地
愛知県名古屋市西区南堀越二丁目４番７３号
愛知県名古屋市西区比良二丁目２４番地
愛知県名古屋市西区野南町６番地（１０１）
愛知県名古屋市千種区今池１－２２１６
愛知県名古屋市千種区今池４丁目９－１８
愛知県名古屋市千種区小松町５丁目１２
愛知県名古屋市千種区千種２－１０２
愛知県名古屋市千種区千代田橋１丁目１番６号

080-5068-3075
052-501-3511
052-501-3422
0568-74-6721
052-522-0008
052-501-6311
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052-502-5591
052-501-4346
052-506-2025
052-501-9882
052-506-9851
052-523-8602
052-521-0770
052-502-2328
052-524-3368
052-521-5561
052-502-0959
052-581-6500
052-521-9167
052-678-4312
052-505-3335
052-509-4571
080-6699-9050
052-531-5271
052-400-3680
052-502-2330
052-531-5668
052-504-4581
052-506-8274
052-744-5127
052-731-1803
052-731-3131
052-733-6975
070-3623-8462

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 千種京命支店
ヤマト運輸株式会社 千種仲田センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋千種支店
ヤマト運輸株式会社 千種本山センター
大宝運輸株式会社 金山支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋大須センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 鶴舞営業所
日本郵便株式会社 名古屋中郵便局
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 名古屋コンテナ支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 中川営業所
日本郵便株式会社 中川郵便局
ヤマト運輸株式会社 名古屋金山センター
株式会社ＫＹＯＴＳＵ 本社営業所
株式会社奥村運送店 本社営業所
福山通運株式会社 中川支店
ロジトライ中部株式会社 名古屋事業所
株式会社引越社 北営業所
株式会社引越社 中川営業所
株式会社豊福組運輸 本社営業所
有限会社宮崎運輸 本社営業所
渡辺運輸株式会社 本社営業所
三雪運輸株式会社 本社営業所
カネ幸株式会社 本社営業所
名古屋物流サービス株式会社 本社営業所
株式会社ウェルカム・バスケット 名西営業所
ピアノ運送株式会社 名古屋営業所
吉川運輸株式会社 名古屋営業所
中川運輸株式会社 本社営業所
名古屋特殊自動車株式会社 本社営業所
中京通運株式会社 昭和橋支店
名昭運輸株式会社 本社営業所
小寺商運株式会社 中部営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋中川東起支店

※「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

愛知県名古屋市千種区竹越一丁目３２１番地
愛知県名古屋市千種区仲田二丁目２０８番
愛知県名古屋市千種区内山２－１５１４番１、１５１３
番
愛知県名古屋市千種区姫池通２丁目２６番２号
愛知県名古屋市中区金山５－３－１７
愛知県名古屋市中区千代田２丁目２０１
愛知県名古屋市中区千代田３－２９－５
愛知県名古屋市中区大須３丁目１－１０
愛知県名古屋市中川区愛知町５－１９
愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４
愛知県名古屋市中川区吉津２－３２０１
愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
愛知県名古屋市中川区笈瀬町２丁目５５番３
愛知県名古屋市中川区玉船町三丁目１番
愛知県名古屋市中川区広川町３－１
愛知県名古屋市中川区広川町５－１
愛知県名古屋市中川区広川町中川運河北幹線Ａ地区第８
号地
愛知県名古屋市中川区江松五丁目２２６番地
愛知県名古屋市中川区江松五丁目２２６番地
愛知県名古屋市中川区十一番町６丁目１０－１，１０－
２
愛知県名古屋市中川区十番町七丁目１番地の１
愛知県名古屋市中川区春田３丁目９０－１
愛知県名古屋市中川区小塚町１４番地
愛知県名古屋市中川区昭明町５丁目１番３号
愛知県名古屋市中川区上高畑１－１５４
愛知県名古屋市中川区新家２丁目１０４
愛知県名古屋市中川区清船町４丁目１－１１
愛知県名古屋市中川区西日置２丁目１３番１１号
愛知県名古屋市中川区打中２－３５
愛知県名古屋市中川区大畑町２－５－２
愛知県名古屋市中川区中川運河中幹線Ａ地区３５号地
愛知県名古屋市中川区中野新町３－３２
愛知県名古屋市中川区東起町１丁目２０－２－１０３
愛知県名古屋市中川区東起町２丁目３４－１

080-5068-0824
052-745-3461
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080-5068-0824
080-6604-5471
052-882-0621
080-6604-5435
052-321-5426
052-261-6722
052-362-9300
052-363-2112
052-432-3301
052-352-2208
080-5044-4964
052-655-1361
052-361-3491
052-351-6561
052-361-2307
052-302-2679
052-302-2626
052-659-0011
052-653-5218
0567-55-2061
052-351-2321
052-653-1000
052-353-6277
052-439-0754
052-365-0871
052-339-2431
052-352-6121
052-365-3381
052-353-7171
052-362-3315
0567-56-3160
090-6172-0231

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
丸全中部物流株式会社 名古屋
ヤマト運輸株式会社 名古屋中川支店
有限会社名古屋運輸倉庫 本社営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 富船輸送センター営業所
株式会社アサヒセキュリティ 名古屋南営業所
株式会社サカイ引越センター 名古屋西支社
井阪運輸株式会社 名古屋営業所
西濃運輸株式会社 名古屋西支店
吉田運送株式会社 本社営業所
日本空輸株式会社 名古屋中央営業所
アートコーポレーション株式会社 名古屋営業所
中京通運株式会社 名古屋貨物ターミナル
日通名古屋運輸株式会社 コンテナ営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋中川吉津支店
林運送株式会社 本社営業所
名古屋急送株式会社 広川営業所

株式会社西運 本社営業所
幸栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社ニシテ商会 本社営業所
株式会社ホーメイ 本社営業所
有限会社石野商会 本社営業所
インターナショナルエクスプレス株式会社
営業所
セキサンドレー有限会社

名古屋運輸

名古屋営業所

株式会社石三 名古屋営業所
シグマロジスティクス株式会社 福船営業所
知多産業運輸株式会社 中部営業所
トランコムＤＳ株式会社 中川営業所
西濃運輸株式会社 名古屋支店
名古屋急送株式会社 玉川営業所
東京納品代行株式会社 名古屋支店
三愛ロジスティクス株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋名駅支店

※「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。

主な輸送品目（任意掲載）

住所

電話番号

愛知県名古屋市中川区東起町２丁目８番地１
愛知県名古屋市中川区二女子町２丁目３０
愛知県名古屋市中川区百船町２－１６
愛知県名古屋市中川区富船町２丁目１番地
愛知県名古屋市中川区富船町４丁目１番地の２
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字狭間４６２９
－１
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東六反畑４２
７４－２，４２７５－１
愛知県名古屋市中川区福川町２－１
愛知県名古屋市中川区法蔵町二丁目６番地、７番地
愛知県名古屋市中川区柳田町２－２７
愛知県名古屋市中川区露橋１－２１－２２
愛知県名古屋市中川区掛入町３－４－２
愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４
愛知県名古屋市中川区吉津４丁目２００１
愛知県名古屋市中川区宮脇町２－７６
愛知県名古屋市中川区広川町３丁目１－３０
愛知県名古屋市中川区江松五丁目１０６番地
愛知県名古屋市中川区荒中町１８５
愛知県名古屋市中川区春田一丁目２５０番地
愛知県名古屋市中川区草平町１丁目２
愛知県名古屋市中川区辻畑町１番地

052-381-0196
052-365-9012
052-351-0511
052-353-4111
052-369-1381

052-678-4305
052-661-2575
052-365-3402
052-363-0123
052-353-3131
052-353-2225
090-6172-0248
052-361-0884
052-352-2171
052-665-6776 飲料等、日用品・雑貨、コンテナ
052-362-1122
052-432-3745
052-355-1858
052-363-2413

愛知県名古屋市中川区尾頭橋３－９－３

052-323-5544

愛知県名古屋市中川区伏屋３丁目１２０４番地（昴フシ
ヤ２０２）
愛知県名古屋市中川区伏屋三丁目１２０４番地１
愛知県名古屋市中川区福船町１丁目１番地３
愛知県名古屋市中川区明徳町４－１
愛知県名古屋市中川区野田２丁目４２４
愛知県名古屋市中川区柳川町１４－１５
愛知県名古屋市中川区玉川町２丁目１－２
愛知県名古屋市中川区長須賀１丁目２１２番地
愛知県名古屋市中川区広川町地先中川運河北幹線Ａ地区
第６号地
愛知県名古屋市中村区亀島２丁目３１１０－２
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052-439-2711
052-432-9121

0567-69-8018
052-304-1212
090-6182-0130
052-652-2421
052-325-3007
052-678-4309
052-654-0058
052-365-0311
050-3534-5122
052-451-2545

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 中川松葉センター
サツキ運送株式会社 本社営業所
此花運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋中村支店
有限会社レーベンロジテック 本社営業所
日本通運株式会社 中部警送支店
齋藤運輸株式会社 本社営業所
脇田運輸倉庫株式会社 本社営業所
アクロストランスポート株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 移転引越センター
ヤマト運輸株式会社 中村八田支店
太陽急配株式会社 本社営業所
株式会社ＯＴＳＵＫＡ 本社営業所
ブルースカイロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社名西運輸 本社営業所
マルモメディカルサービス株式会社 本社営業所
愛陸梱包急配株式会社 本社営業所
杉山運輸株式会社 本社営業所
株式会社相互運輸 本社営業所
株式会社宇徳組 本社営業所
日本通運株式会社 名古屋航空支店貨物センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋天白支店
株式会社サカイ引越センター 名古屋東支社
ヤマト運輸株式会社 名古屋野並支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋天白平針支店
藤栄運輸株式会社 本社営業所
中京急送株式会社 本社営業所
興和運輸株式会社 本社営業所
有限会社ジョイン引越ドットコム 本社営業所
東洋テック株式会社 名古屋支社
ヤマト運輸株式会社 名古屋東支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋白壁センター
ミツマル運輸有限会社 本社営業所
三菱電機ロジスティクス株式会社 名古屋事業所
西濃運輸株式会社 大曽根支店

※「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

愛知県名古屋市中村区牛田通４－４
愛知県名古屋市中村区宿跡町２丁目７－１
愛知県名古屋市中村区上ノ宮町１－２４
愛知県名古屋市中村区草薙町１－８０、９６
愛知県名古屋市中村区草薙町１丁目１１番
愛知県名古屋市中村区並木１丁目８１－６
愛知県名古屋市中村区本陣通４丁目５０
愛知県名古屋市中村区名駅南１－２８－２１
愛知県名古屋市中村区名駅南４－１１－３１
愛知県名古屋市中村区名駅南４－２－２１
愛知県名古屋市中村区野田町字上西菰１番３
愛知県名古屋市中村区稲西町２６
愛知県名古屋市中村区亀島２－８－９
愛知県名古屋市中村区剣町２５９番地
愛知県名古屋市中村区新富町２－４－２６
愛知県名古屋市中村区長筬町５丁目２０番地
愛知県名古屋市中村区日ノ宮町３－１２６
愛知県名古屋市中村区並木２－７８
愛知県名古屋市中村区並木２丁目５８番
愛知県名古屋市中村区名駅南１－２８－２６
愛知県名古屋市中村区名駅南４－１－１４
愛知県名古屋市天白区植田３－５０８
愛知県名古屋市天白区植田本町三丁目２０１番地
愛知県名古屋市天白区菅田１－１６０１
愛知県名古屋市天白区中平４丁目１０６、１１３番地
愛知県名古屋市天白区道明町８６
愛知県名古屋市天白区野並２丁目２２０
愛知県名古屋市天白区井の森町２６
愛知県名古屋市天白区島田２丁目７０８番地
愛知県名古屋市東区泉２丁目２７－１４（東海関電ビル
ディング２Ｆ）
愛知県名古屋市東区大幸３－１６０１
愛知県名古屋市東区飯田町３３番地
愛知県名古屋市東区矢田南３丁目５番８号
愛知県名古屋市東区矢田南５－１－１４
愛知県名古屋市東区砂田橋５－１０－１０

080-5098-1978
052-411-3341
052-481-3221
080-5068-0713
052-412-5419
052-413-1432
052-481-1297
052-582-1801
052-563-2402
052-551-8181
052-412-8121
052-412-3151
052-501-1101
052-412-3235
052-482-3341
052-419-1773
052-481-7161
052-411-5234
052-411-3171
052-581-0611
052-561-2201
052-806-9570
052-804-1141
052-805-7225
052-847-0235
052-833-3982
052-896-2022
052-895-0222
052-800-8427
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052-932-5620
052-721-3525
090-6604-5443
052-721-9497
052-721-0513
052-678-4307

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社白青舎ロジコム 本社営業所
ブルーエキスプレス株式会社 名古屋営業所
多摩運送株式会社 名古屋営業所
南星キャリックス株式会社 名古屋営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
愛芳運送有限会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 名古屋南支社
愛知車輌興業株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 名古屋支店
株式会社名棧 本社営業所
希望運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋道徳支店
株式会社エネックス 中部支店
池田興業株式会社 名古屋支店
高末株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋南支店
星崎運輸株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 星崎支店
日通名古屋運輸株式会社 南営業所
株式会社引越社 南営業所
株式会社引越社 緑営業所
藤井運輸株式会社 本社
株式会社愛南 本社営業所
株式会社タムラシステムサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瑞穂汐路支店
有限会社東海パッケージ 本社営業所
株式会社高千穂運輸 本社
中部ケミカル仲継株式会社 本社営業所
近藤運送株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 天白営業所
第一貨物株式会社 名古屋南営業所
株式会社朝日ウェル 本社営業所
森川運輸株式会社 本社営業所
株式会社アイケン 本社第二
向島運送株式会社 名古屋営業所

※「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

愛知県名古屋市東区矢田南３－５－６
愛知県名古屋市南区加福町２丁目５番地
愛知県名古屋市南区加福町３－５
愛知県名古屋市南区加福町３丁目１番２
愛知県名古屋市南区元塩町６－１８－１
愛知県名古屋市南区呼続元町１７－１６
愛知県名古屋市南区荒浜町５丁目２５番地
愛知県名古屋市南区星崎１－１０
愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町４－５４
愛知県名古屋市南区丹後通３－２
愛知県名古屋市南区丹後通５－８－１
愛知県名古屋市南区忠次１－２０１、２０２、２２８、
２２９
愛知県名古屋市南区堤町２－９６－３
愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町３－４２－１
愛知県名古屋市南区道全町１－２０
愛知県名古屋市南区南野２－２２８
愛知県名古屋市南区南野２－５０
愛知県名古屋市南区南野３丁目１１番地
愛知県名古屋市南区南野３丁目１１番地
愛知県名古屋市南区白雲町１６４番地３
愛知県名古屋市南区白雲町１６４番地３
愛知県名古屋市南区豊１丁目１８０７
愛知県名古屋市南区豊１丁目３２番１０号
愛知県名古屋市南区豊２丁目３２－２２
愛知県名古屋市南区明円町３６７
愛知県名古屋市南区明治一丁目１６－７
愛知県名古屋市南区要町５－１３０
愛知県名古屋市南区六条町４丁目１１２
愛知県名古屋市南区菊住２丁目５－１２
愛知県名古屋市南区砂口町８２番地
愛知県名古屋市南区石元町２－２０－１
愛知県名古屋市南区丹後通３丁目３番地
愛知県名古屋市南区忠次１－３－２０
愛知県名古屋市南区天白町５丁目１７番の６（１Ｆ）
愛知県名古屋市南区南野１－２０

052-721-7331
052-619-6651
052-626-5590
052-619-5738
052-612-3326
052-822-3303
052-619-0255
052-822-7299
052-611-3511
052-614-6611
052-612-1271
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052-692-3478
052-691-3161
052-612-2127
052-823-1154
052-611-8113
052-612-1331
052-619-7503
052-613-8622
052-822-2626
052-822-3414
052-691-6636
052-692-5165
052-694-1288
052-811-0923
052-698-7601
052-612-5377
052-691-5222
052-821-7341
052-823-4733
052-822-7141
052-613-2245
052-691-3321
052-613-0553
052-611-0638

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社南野物産急送 本社営業所
西濃運輸株式会社 笠寺支店
大成運送株式会社 本社営業所
北川運送株式会社 本社営業所
三急陸進株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋熱田支店
株式会社ディ・エス物流 名古屋営業所

住所
愛知県名古屋市南区南野２－３３１
愛知県名古屋市南区南野３丁目－２５７番地
愛知県名古屋市南区豊田５丁目１７－１３
愛知県名古屋市南区明治１丁目２２－２２
愛知県名古屋市南区明治二丁目６番１９号
愛知県名古屋市熱田区４番１－３０１
愛知県名古屋市熱田区千代田町１１番２４

電話番号
052-612-3459
052-678-4304
052-692-3301
052-691-6368
052-691-1146
052-681-0374
052-678-0281

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目１００３番地１

052-655-1260

株式会社エステイケー 本社営業所
名古屋市場運輸株式会社 本社営業所
共栄運輸有限会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 名古屋
日本郵便株式会社 名古屋神宮郵便局
ヤマト運輸株式会社 昭和吹上センター
ヤマト運輸株式会社 瑞穂牛巻センター
福山通運株式会社 名古屋北営業所
ヤマト運輸株式会社 くすのき如意センター
エーエルプラス株式会社 名古屋中央営業所
日急株式会社 本社営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 名古屋支店
岡山県貨物運送株式会社 名古屋北営業所
日本郵便株式会社 名古屋北郵便局

愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号
愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号
愛知県名古屋市熱田区中田町２－３０
愛知県名古屋市熱田区六番２－１６－１４
愛知県名古屋市熱田区六野２丁目６－１
愛知県名古屋市熱田区六野二丁目１番３号
愛知県名古屋市熱田区六野二丁目１番３号
愛知県名古屋市北区芦辺町二丁目四番地一
愛知県名古屋市北区新沼町７５番地
愛知県名古屋市北区清水４丁目１４－１８
愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８
愛知県名古屋市北区中丸町１－２５
愛知県名古屋市北区辻町２－１９－２０
愛知県名古屋市北区辻本通２丁目２０－１

052-679-3506
052-682-0725
052-671-3281
052-651-5417
052-872-0452
052-872-2725
052-882-1381
052-915-8161
080-6604-6331
052-918-8051
052-991-3000
052-991-3151
052-991-7136
052-911-2341

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 名古屋北営業所 愛知県名古屋市北区天道町３丁目１０－１

052-911-8701

ヤマト運輸株式会社 名古屋辻センター
株式会社栄工社 柳原営業所
株式会社マルカワ 名東営業所
株式会社サカイ引越センター 名古屋北支社
株式会社引越社 名東営業所
株式会社引越社 春日井営業所
アートコーポレーション株式会社 名東営業所
佐川急便株式会社 名東営業所
猪高運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名東一社センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋名東支店

080-5068-0825
052-991-7146
052-773-3360
052-760-1141
052-703-2626
052-703-2616
052-779-0123
052-704-0052
052-702-2261
080-6604-6330
080-7779-1778

※「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。

愛知県名古屋市北区天道町３丁目３番
愛知県名古屋市北区柳原３－６０３
愛知県名古屋市名東区延珠町１００４番地
愛知県名古屋市名東区若葉台８１１
愛知県名古屋市名東区小井堀町１２０１番地
愛知県名古屋市名東区小井堀町１２０１番地
愛知県名古屋市名東区照が丘１８６
愛知県名古屋市名東区姫若町４０番地
愛知県名古屋市名東区牧の原一丁目１０２番地
愛知県名古屋市名東区亀の井３－１８１
愛知県名古屋市名東区極楽４－３０２－１，２
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主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

ヤマト運輸株式会社 緑有松センター
名豊運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋緑大高支店
株式会社ＦＡＲ ＷＥＳＴ 本社営業所
株式会社池田物流 本社営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 名古屋ローリー営
業所
アース・セーフティ・サービス株式会社 本社営業所
株式会社ジェイトップ 名南営業所
株式会社光貴組 本社
酸和運送株式会社 名古屋営業所
日本図書輸送株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋緑鳴海支店
大宝運輸株式会社 大高支店
株式会社原産業 本社営業所
加藤運送有限会社 本社営業所
株式会社プレジャー 本社営業所
愛生運輸株式会社 緑営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋守山支店
有限会社メイコウ 本社営業所
興濃運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名東藤が丘支店
吉川運輸株式会社 名古屋営業所
日通名古屋北運輸株式会社 守山営業所
中京通運株式会社 守山支店
ヤマト運輸株式会社 名古屋昭和支店
戸谷運輸株式会社 本社営業所
株式会社日立物流中部 名古屋営業所
中京綜合警備保障株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋松原センター
ヤマト運輸株式会社 名古屋千代田支店
ヤマト運輸株式会社 熱田白鳥センター
ヤマト運輸株式会社

名古屋楠支店

日急株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 名古屋北支店

※「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

愛知県名古屋市緑区桶狭間南３３０番地
愛知県名古屋市緑区字倉坂１２０２
愛知県名古屋市緑区大高町丸の内１１－１、１２、１３
－１、１３－２
愛知県名古屋市緑区大高町字西正地４番地の１
愛知県名古屋市緑区大高町字中ノ島５０番地の４

052-626-8231
052-623-7221

愛知県名古屋市緑区大高町字坊主山３－４

052-623-5919

愛知県名古屋市緑区大高町字己新田７２番１
愛知県名古屋市緑区大高町字中ノ島３９番１
愛知県名古屋市緑区大高町字杁前３９番地
愛知県名古屋市緑区大根山２丁目１３２番地
愛知県名古屋市緑区大根山２丁目２０１番地
愛知県名古屋市緑区大清水一丁目１１０６
愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田２０－１
愛知県名古屋市緑区鳴海町字杜若１０４番１
愛知県名古屋市緑区六田１丁目２４９
愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田１５８
愛知県名古屋市緑区野末町１９２９
愛知県名古屋市守山区幸心２丁目４１４番地
愛知県名古屋市守山区幸心３－１５２３
愛知県名古屋市守山区幸心三丁目１３１２番地
愛知県名古屋市守山区四軒家２－３０７，３１９
愛知県名古屋市守山区上志段味字寺山１２００
愛知県名古屋市守山区新守山２５０２
愛知県名古屋市守山区新守西１９０４番地
愛知県名古屋市昭和区福江２丁目１２１６
愛知県名古屋市瑞穂区新開町１６－１０
愛知県名古屋市瑞穂区桃園町３－２１
愛知県名古屋市中区栄３－３５０１
愛知県名古屋市中区松原二丁目１９０１
愛知県名古屋市中区千代田三丁目４０４番地
愛知県名古屋市熱田区南一番町３０６番

052-625-5187
052-623-0721
052-629-5567
052-624-3650
052-625-4511
052-877-8157
052-622-5625
052-891-3997
052-622-0626
052-625-3361
052-622-6116
080-6604-5480
052-794-5548
052-793-3267
080-6604-5479
052-778-9755
052-793-5528
052-796-5550
052-882-5183
052-882-3381
052-829-3677
052-261-5751
080-5044-4964
080-5044-4956
052-659-3317

052-623-0556
052-629-2338
0526-22-8082

愛知県名古屋市北区五反田町７１、７２、７３、７４、７５
080-6604-5476
愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８
愛知県名古屋市北区中切町６－１０－１
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052-991-3192
080-6604-6268

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

アートコーポレーション株式会社

愛西市

あま市

安城市

住所
名城支店

電話番号

愛知県名古屋市北区天道町３－５

052-910-1237

東海急送株式会社 本社営業所

愛知県名古屋市北区天道町５丁目３

052-911-1371

有限会社慎洸 本社営業所
株式会社東液供給センター 八開事業所
三孔流通サービス株式会社 本社
栄進物流株式会社 佐屋本社営業所
佐屋運輸株式会社 本社営業所
宮松運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 佐屋営業所
ヤマト運輸株式会社 佐屋センター
株式会社メイゴー 本社営業所
株式会社堀文 本社営業所

愛知県名古屋市北区如意５丁目１１番地２
愛知県愛西市江西町寺南６２－３
愛知県愛西市山路町西新田１７番地８
愛知県愛西市西條町大池５７－１
愛知県愛西市東條町嘉江口２５２番地
愛知県愛西市東條町西田面４４－３
愛知県愛西市本部田町鴨田５８番地－１
愛知県愛西市佐屋町亥新田３８
愛知県愛西市北一色町東田面２１番地
愛知県あま市栄東郷内４２番地

052-903-8562
0567-37-3620
0567-25-6911
0567-33-0511
0567-31-1181
0567-33-1388
0567-32-4491
080-5045-2851
0567-55-7221
052-442-6828

山徳運輸有限会社

愛知県あま市七宝町川部丸田５４番地（丸田コーポ１０１）
0567-28-5711

津島営業所

ジェイ・アクシス株式会社 本社営業所
濱嶋運輸有限会社 本社営業所
ＴＭＳＡロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社オールサービス 本社営業所
株式会社ＣＳｗｏｒｋ 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 中部支店
有限会社則竹梱包 本社営業所
株式会社山三 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 七宝支店
青葉運輸株式会社 本社営業所
豊栄運輸株式会社 本社営業所
勅使川原産業株式会社 本社営業所
平野商運株式会社 あま営業所
トランコムＤＳ株式会社 安城営業所
株式会社サンエス 本社営業所
松栄運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三河安城センター
光徳運輸株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 西三河営業所
株式会社ネストロジスティクス 三河営業所
株式会社北中産業 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。

愛知県あま市七宝町川部出屋敷６９番地
愛知県あま市上萱津大門２７番地１
愛知県あま市新居屋又屋敷２番地、３番地
愛知県あま市西今宿梶村一５２番地の８
愛知県あま市西今宿狐海道一８４番地１
愛知県あま市七宝町伊福字隅田３２
愛知県あま市七宝町下田前並８９番１
愛知県あま市七宝町下之森八之坪３７番
愛知県あま市七宝町川部埋田４５
愛知県あま市七宝町川部佛供田４８番地の２
愛知県あま市新居屋岩屋９４
愛知県あま市新居屋山１３１－１
愛知県あま市森六丁目３１番１（２Ｆ）
愛知県安城市和泉町庄司作１０－２４
愛知県安城市安城町宮前１１７番地７
愛知県安城市安城町城堀１３－４
愛知県安城市井杭山町高見５番地１４
愛知県安城市榎前町井杭山１７８
愛知県安城市横山町下毛賀知１３５
愛知県安城市横山町管池５５－２
愛知県安城市古井町芝崎５－７
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主な輸送品目（任意掲載）
家電品・家電部品、日用品・雑貨、
機械・機械部品

052-446-5652
052-444-0220
052-441-1511
052-441-0585
052-462-8325
052-431-1211
052-442-6153
052-442-0018
052-445-2358
0587-34-3555
052-441-1451
052-445-7219
052-449-2620
0573-22-9588
0566-77-9566
0566-74-1611
080-6699-2485
0566-92-6110
0563-57-1119
0566-91-2748
0566-76-6741 鉄鋼・金属製品、機械・機械部品

市区郡名

事業所名
セイノースーパーエクスプレス株式会社 安城営業所
ジェイエイ・トービス株式会社 本社営業所
ワーレックス株式会社 安城営業所
大興運輸株式会社 安城支店
安城高速運輸株式会社 本社営業所
中部桑名組運輸株式会社 本社営業所
西尾運輸株式会社 安城営業所
株式会社東海エクスプレス 本社営業所
株式会社東海興運 本社営業所
西三運輸株式会社 本社営業所
ワールド運輸株式会社 本社営業所
大盛運輸株式会社 本社営業所
安城倉庫運輸株式会社 本社営業所
有限会社石川梱包運輸 本社営業所
商都通信株式会社 岡崎営業所
有限会社信成運輸 本社営業所
有限会社ケイライン 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 安城営業所
新英運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 安城営業所
名鉄運輸株式会社 三河支店
東伸運輸株式会社 本社営業所
大浜運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 安城営業所
豊中運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安城和泉支店
株式会社沓名産業 本社営業所
カリツー株式会社 安城南営業所
株式会社竹豊物流 本社営業所
大和高速運輸株式会社 本社営業所
大広運輸株式会社 本社営業所
株式会社トヨカサービス 本社営業所
株式会社チャーターズカンパニー 本社営業所
碧海急送株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 安城営業所

※「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

愛知県安城市今本町西向山２２－１
愛知県安城市今本町西向山２８番地
愛知県安城市今本町西大塚１６－１
愛知県安城市今本町東向山１３
愛知県安城市根崎町西新切６７－１
愛知県安城市根崎町西新切７５－１
愛知県安城市根崎町長配５８
愛知県安城市篠目町古林畔９０番地
愛知県安城市篠目町二夕又１７－１
愛知県安城市住吉町３丁目６８９
愛知県安城市昭和町１８－１６（サンヴィラ昭和Ａ棟３
０１号）
愛知県安城市新明町２０－１７
愛知県安城市池浦町曲尺手６２－２
愛知県安城市池浦町大山田上２番地３７５
愛知県安城市東栄町六丁目１１－１３
愛知県安城市東栄町六丁目２４番地１
愛知県安城市藤井町本郷２４番地１
愛知県安城市二本木新町１－８－６
愛知県安城市二本木町西切替１０４番地１
愛知県安城市二本木町東切替６９
愛知県安城市尾崎町大塚８１
愛知県安城市尾崎町堤下１０、１１－１、１１－６
愛知県安城市百石町１丁目７番地１５
愛知県安城市北山崎町猪山２７－１
愛知県安城市北山崎町柳原４５番３，４５番４
愛知県安城市和泉町庄司作８－１１
愛知県安城市和泉町神明１８番地３
愛知県安城市和泉町大海古４－１４
愛知県安城市和泉町大海古６－１４
愛知県安城市和泉町大海古６－２０
愛知県安城市横山町下管池２２番地１３
愛知県安城市横山町下毛賀知１４８－５０４
愛知県安城市高棚町芦池１２８－１
愛知県安城市根崎町西新切５０番地
愛知県安城市新田町稲恵４６

0566-97-8371
0566-98-2570
0566-98-1311
0566-97-9221
0566-92-2336
0566-92-3115
0566-92-4848
0566-74-7878
0566-75-0112
0566-98-4488
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0566-45-6268
0566-74-2141
0566-75-6161
0566-74-5189
0566-93-4530
0566-98-6005
0566-79-1610
0566-73-5188
0566-93-1011
0566-76-1025
0566-98-6121
0566-97-5111
0566-92-4568
0566-77-2711
0566-77-9228
0566-92-7052
0566-92-5454
0566-92-4811
0566-92-0390
0566-92-2727
0564-64-2550
0565-51-7228
0566-76-5124
0566-92-4077
0566-77-7811

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

一宮市

事業所名
株式会社サンワ 本社営業所
柴田運送株式会社 本店営業所
磯部運輸倉庫株式会社 安城営業所
有限会社ワンプラスワン 本社
日本通運株式会社 三河警送事業所岡崎警送課
カリツー株式会社 東刈谷営業所
日豊高速運輸株式会社 本社営業所
株式会社Ｏ．Ｇサービス輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安城支店
東海ローディング株式会社 本社営業所
有限会社エヌサービス 本社営業所
新潟運輸株式会社 安城支店
カリツー株式会社 西尾営業所
シグマロジスティクス株式会社 安城営業所
日本トーカンパッケージ株式会社 愛知工場
伍洋運輸株式会社 本社営業所
株式会社マホリ 本社営業所
日本通運株式会社 名古屋北警送事業所
西濃運輸株式会社 一宮支店
大和物流株式会社 愛知営業所
株式会社鈴木組陸運 一宮営業所
名古屋特殊自動車株式会社 一宮営業所
トランコムＭＡ株式会社 愛知営業所
株式会社マルヒデ運送 本社営業所
遠州トラック株式会社 一宮営業所
有限会社エムズ 若竹営業所
エーエルプラス株式会社 東海支店
みずしま急配株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮西島支店
吉正運輸倉庫株式会社 一宮営業所
三ッ井運輸株式会社 本社営業所
丸久運輸株式会社 本社営業所
名正運輸株式会社 一宮営業所
丸の内興業有限会社 一宮営業所

※「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

愛知県安城市東栄町６丁目１３－１
愛知県安城市東栄町６丁目７番地１７
愛知県安城市東栄町７丁目３－３
愛知県安城市東栄町五丁目２５番地３
愛知県安城市東栄町六丁目１番２号
愛知県安城市二本木新町１－７－２３
愛知県安城市二本木新町２－２－５
愛知県安城市尾崎町大塚５２番地
愛知県安城市尾崎町豊阿弥３７，３８，３９
愛知県安城市福釜町下山２３
愛知県安城市福釜町中根８４－１
愛知県安城市北山崎町築地１４８、１４９－１
愛知県安城市堀内町阿原８番地１
愛知県安城市箕輪町唐生１３８
愛知県安城市和泉町北大木３－６
愛知県一宮市伝法寺３丁目５番地４
愛知県一宮市伝法寺５丁目１４番地１１
愛知県一宮市一宮伝法寺土地区画整理事業地４街区５画
地（従前地：一宮市丹陽町伝法寺字下蜻蛉１１０４，１
１０５，１１０６）
愛知県一宮市今伊勢町馬寄字鯲池１－３
愛知県一宮市三ッ井３－２－２
愛知県一宮市三ツ井３丁目６－８
愛知県一宮市三ツ井７丁目１４番２号
愛知県一宮市三ツ井７丁目１番４号
愛知県一宮市三ツ井８－１５－３
愛知県一宮市三ツ井三丁目１番４
愛知県一宮市若竹１丁目１２番１号
愛知県一宮市小信中島字川東３番地
愛知県一宮市小赤見字石田５７
愛知県一宮市西島町２－１，６－２，６－３，６－４，
６－５
愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野５４
愛知県一宮市千秋町加茂字五坊野裏２７番地の１
愛知県一宮市千秋町町屋字五反畑２２
愛知県一宮市千秋町天摩字金島１番地
愛知県一宮市千秋町浮野字竹腰４４－３

0566-97-8131
0566-97-8085
0566-98-4361
0565-51-1722
0566-98-6166
0566-75-6111
0566-74-1161
0566-45-6830
080-5043-3087
0566-92-5581
0566-74-8006
0566-77-6872
0566-99-5211
080-5893-1080
0566-92-1181
0586-77-6212
0586-76-8377
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0586-75-1400
052-678-4315
0586-76-7506
0586-76-5122
0586-77-5009
0586-75-5851
0586-77-8861
0586-75-3401
0586-81-1701
0586-63-1261
0586-76-3191
080-6604-5414
0586-76-2191
0586-75-3565
0586-76-6341
0586-75-1821
0586-85-9227

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

株式会社フジコン 本社営業所
小林運送株式会社 名古屋営業所
中部三和物流株式会社 名古屋営業所
株式会社山運 本社営業所
有限会社東海ライン 本社営業所
株式会社アイシン 本社営業所
株式会社原建サービス 本社営業所
昌和商事株式会社 一宮営業所
株式会社スリーエス物流 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 岩倉営業所
株式会社鈴鉦運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮千秋センター
株式会社フジカワ商事 本社営業所
萩原運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 一宮萩原センター
佐川急便株式会社 一宮営業所
ＴＧロジスティクス株式会社 一宮営業所
名鉄運輸株式会社 一宮支店
ダイセーエブリー二十四株式会社 名古屋スーパーハブセ
ンター
日本郵便株式会社 一宮郵便局
株式会社サカイ引越センター 一宮支社
東海西部運輸株式会社 本社営業所
株式会社ライフサポート・エガワ 小牧営業所
平野物流株式会社 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 一宮営業所
株式会社丸山運送 名古屋営業所
シモハナ物流株式会社 一宮第一営業所
名豊興運株式会社 一宮
ヤマト運輸株式会社 尾西支店
則竹商事有限会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 一宮営業所
櫻物流センター株式会社 本社営業所
三重近物通運株式会社 名古屋営業所
株式会社中部サービス

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

電話番号

愛知県一宮市浅井町尾関字堀田１４
愛知県一宮市浅野字大島９番地１
愛知県一宮市多加木４－３０－２８－２０３
愛知県一宮市多加木二丁目９番１４号
愛知県一宮市大和町苅安賀字中西之杁４－１
愛知県一宮市大和町北高井字四辻６２
愛知県一宮市丹陽町外崎字久古４９１
愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田１１－２
愛知県一宮市丹陽町九日市場字中田６３－１
愛知県一宮市丹陽町伝法寺上蜻蛉１０８０
愛知県一宮市東島町２－２５－１
愛知県一宮市南小渕字細野４番１
愛知県一宮市萩原町花井方字西天神１５－１
愛知県一宮市萩原町串作字荒神田面１４００－６
愛知県一宮市萩原町西宮重字中光堂１３番１、１４番
愛知県一宮市萩原町中島字流３－１
愛知県一宮市萩原町東宮重字長原２５－２
愛知県一宮市萩原町萩原字松山５３１－３

0586-51-4655
0586-81-1131
0586-75-3081
0586-72-3948
0586-47-4120
0586-44-5550
0586-64-7877
0586-77-7900
0586-77-8686
0568-74-6721
0586-24-1825
080-6604-6860
0586-68-5697
0586-68-1165
080-5451-8883
0586-68-7222
0586-48-5265
0586-69-5101

愛知県一宮市萩原町萩原字松山５３１－９

0586-80-8221

愛知県一宮市白旗通３丁目２１
愛知県一宮市富士４丁目７番１０号
愛知県一宮市北小渕字中田２１－３
愛知県一宮市北方町北方字南辰巳前４８－１
愛知県一宮市明地字東切３０－１
愛知県一宮市木曽川町黒田四ノ通３７番地
愛知県一宮市木曽川町黒田六ノ通り４９（ダイワハイツ
１０２号）
愛知県一宮市奥町風田２７－１
愛知県一宮市開明字愛宕北１－２興和冷蔵（株）内
愛知県一宮市開明字馬保里８，９－１
愛知県一宮市開明字杁先２４－１
愛知県一宮市宮西通７丁目３－３
愛知県一宮市三ツ井５丁目１８番１７号
愛知県一宮市三ツ井６丁目８番３号
愛知県一宮市三ツ井７－３－２０（スペクトル三ツ井４
０３号）

0586-72-4097
0586-26-0701
0586-23-4181
0586-84-3588
0586-68-5830
0586-86-0880
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0586-53-1141
0586-63-4087
0586-47-6650
080-6604-5415
0586-62-5037
0586-72-8387
0586-77-9911
0586-81-5441
0587-38-0857

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

株式会社岡田商運 一宮
ヤマト運輸株式会社 一宮三ツ井センター
株式会社新井興運 本社営業所
株式会社シード

稲沢市

中部事業所

ヤマト運輸株式会社 一宮森本支店
株式会社エスラインギフ 一宮営業所
株式会社メイギライン 木曽川
森吉通運株式会社 本社営業所
株式会社ダイセーエクスプレスシステム 本社営業所
株式会社スワロー物流名古屋 本社営業所
株式会社ラックサービス 本社
株式会社トクタク 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 木曽川センター
株式会社ユーネットランス 稲沢営業所
東新物流株式会社 名古屋営業所
富士サービス株式会社 本社営業所
名鉄急配株式会社 稲沢支店
ヤマト運輸株式会社 稲沢支店
国際運輸株式会社 本社営業所
日軽物流株式会社 中部営業所
山陽自動車運送株式会社 稲沢営業所
マルエイ運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社サンワネッツ 稲沢営業所
株式会社ロジス・ワークス 中部流通センター
株式会社ロジックナンカイ 中部営業所
丸徳輸送株式会社 祖父江営業所
名古屋特殊自動車株式会社 稲沢営業所
栄伸流通株式会社 本社営業所
池谷運輸株式会社 本社営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 中部センター
明治サービス株式会社 名古屋営業所
名鉄急配株式会社 平和支店
明治ロジテック株式会社 愛知物流センター
株式会社ベストカーゴ 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 中京事業所

※「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

愛知県一宮市三ツ井７丁目１２－８
愛知県一宮市三ツ井７丁目４番５
愛知県一宮市寺島町１丁目１番地４３
愛知県一宮市若竹１丁目４番１号（パークオフィス若竹
２Ｆ）
愛知県一宮市森本５－２１－１
愛知県一宮市大字浅野字新田３４
愛知県一宮市大字大毛字流４番１
愛知県一宮市大和町馬引字西出３６－１，３７－１
愛知県一宮市大和町妙興寺千間堂６６
愛知県一宮市丹陽町九日市場字堂尻２４８６番１
愛知県一宮市丹陽町五日市場字天上１０９番地
愛知県一宮市萩原町滝字薬師６
愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り１３１
愛知県稲沢市井之口大坪町７３－１
愛知県稲沢市一色森山町９３
愛知県稲沢市奥田膳棚町５６番地
愛知県稲沢市下津下町西３－３１
愛知県稲沢市国府宮神田町４９－１
愛知県稲沢市桜木２－８－１３
愛知県稲沢市赤池山中町１１８－２
愛知県稲沢市赤池寺東町６６
愛知県稲沢市赤池西出町１１６
愛知県稲沢市祖父江町山崎才蔵野東１４７番２
愛知県稲沢市祖父江町森上本郷八３１－１
愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊１２
愛知県稲沢市祖父江町本甲大溝５８
愛知県稲沢市増田東町１８５
愛知県稲沢市長束町観音寺田１９４
愛知県稲沢市日下部西町１－５０
愛知県稲沢市菱町１－１１００
愛知県稲沢市平和町下三宅菱池９３３－３
愛知県稲沢市平和町西光坊海道東３７９番地
愛知県稲沢市平和町東城戌亥６０２番地１
愛知県稲沢市片原一色町勘左池３５番地の２
愛知県稲沢市片原一色町上三ツ池１番地１（１Ｆ）

0586-48-5938
080-6604-5413
0586-24-6691
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0586-81-1215
080-6604-5412
0586-77-0307
0586-51-9234
0586-45-3131
0586-71-5131
0586-75-3101
0586-77-8600
0586-69-4155
080-6698-9944
0567-24-7575
0587-36-8600
0587-32-6271
0587-33-2240
080-5044-5265
0586-69-5931
0587-33-4020
0587-24-3147
0587-21-8236
0587-97-7473
0587-97-8691
0587-98-2007
0587-81-0071
0587-22-3231
0587-21-4081
0587-21-2515
0587-32-5146
0567-55-9811
0567-47-0711
0567-47-0069
0587-36-3837
0587-36-5488

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

犬山市

岩倉市

事業所名

住所

電話番号

ヤマト運輸株式会社 稲沢中島センター
花王ロジスティクス株式会社 稲沢営業所
東海物流株式会社 本社営業所
株式会社大翔 本社営業所
アクロストランスポート株式会社 稲沢営業所
丸徳輸送株式会社 本社営業所
ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 祖父江営業所
株式会社彦根紙運輸 本社営業所
王子陸運株式会社 祖父江営業所
キーピング運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 稲沢福島センター
東乳物流サービス株式会社 愛知営業所
株式会社陽光 犬山物流センター
有限会社岸商事 本社営業所
名鉄急配株式会社 犬山流通倉庫営業所
ヤマト運輸株式会社 犬山楽田センター
日通トランスポート株式会社 犬山支店
株式会社橋本商事冷凍輸送 中部営業所
有限会社本喜 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 犬山営業所
タイシン株式会社 本社営業所
大宝運輸株式会社 犬山支店
株式会社食品流通システム 犬山センター
新三興物流株式会社 犬山営業所
有限会社北村産業 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 犬山営業所
三新運輸株式会社 犬山営業所
ヤマト運輸株式会社 犬山城下町センター
南星キャリックス株式会社 犬山営業所
ユニオン運輸株式会社 本社営業所
有限会社平和物流 本社営業所
株式会社久津運送店 犬山営業所
柳田運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 名古屋事業所

愛知県稲沢市片原一色町大松下３４番１－３
愛知県稲沢市北麻績町沼１－３
愛知県稲沢市陸田白山町４６
愛知県稲沢市六角堂西町１－１－６
愛知県稲沢市下津牛洗町７９－３
愛知県稲沢市正明寺２－２７－２２
愛知県稲沢市祖父江町大字山崎字土井平４７－６
愛知県稲沢市祖父江町四貫北道野８３６－１
愛知県稲沢市祖父江町大字祖父江字外平１５０－３
愛知県稲沢市長束町観音寺田１９４
愛知県稲沢市福島町中浦５４番地
愛知県稲沢市平和町下三宅菱池９３３番３
愛知県犬山市羽黒新田字米野東３番４
愛知県犬山市字西唐曽７５－１
愛知県犬山市字地蔵池西４３番地
愛知県犬山市字鳥屋越４８番地１
愛知県犬山市大字羽黒新田字中平塚１－９
愛知県犬山市大字上野字石塚４６９番地
愛知県犬山市大字前原字天道新田８１番地の３８９
愛知県犬山市字角池３０－１
愛知県犬山市字角池５７番地３
愛知県犬山市字上榎島２３－２
愛知県犬山市字新川１－１０
愛知県犬山市字地蔵池西４３番地
愛知県犬山市字中道２８番地１
愛知県犬山市字鳥屋越１２２－２
愛知県犬山市字的場１番地３
愛知県犬山市松本町３丁目６４，６５
愛知県犬山市大字羽黒字桜海道９－７
愛知県犬山市大字羽黒字赤坂８２－１
愛知県犬山市大字橋爪字四郎丸３－１５
愛知県犬山市中道２２番地４
愛知県犬山市味加田１－１
愛知県岩倉市新柳町３丁目５５－２
愛知県岩倉市大地新町１丁目１６（サンシャイン岩倉２
－１０３）

080-5044-5281
0587-36-6711
0587-23-2511
0587-24-3611
0587-23-6246
0587-23-3311
0587-97-8547
0587-97-0664
0587-97-2116
0587-34-5586
080-6604-9964
0567-55-9350
0568-67-9051
0568-67-7872
0568-68-1400
080-6604-5418
0568-69-2681
0587-91-1666
0568-62-3533
0568-67-1907
0568-68-1691
0568-67-5141
0568-69-1316
0568-68-0235
0568-68-2810
0568-67-6431
0568-67-0409
080-6604-5417
0568-69-1221
0568-67-0514
0568-65-0213
0568-69-5355
0568-67-6012
0568-71-7800

株式会社トレードトラスト 名古屋共配支店

※「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。
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0587-81-8522

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

大府市

岡崎市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 岩倉八剱センター
三生運輸株式会社 小牧営業所
有限会社トキキャリーサービス 岩倉営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 中部センター
諸星運輸株式会社 名古屋営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 小牧輸送センター営業所
株式会社ラックサービス 大府営業所
株式会社セイリョウライン 本社営業所
株式会社丸隼運輸 本社営業所
有限会社イソショウ 本社営業所
高末株式会社 大府営業所
愛知車輌興業株式会社 名古屋営業所
名豊運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 名古屋南営業所
名正運輸株式会社 名古屋南営業所
ヤマト運輸株式会社 大府支店
トヨタ輸送株式会社 長草営業所
株式会社ドラゴン 本社営業所
西濃運輸株式会社 大府支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大府営業所
アートコーポレーション株式会社 南名古屋支店
鳴海急送株式会社 大府営業所
株式会社奥堀 島原第２営業所
株式会社奥堀 本社営業所
愛協産業株式会社 本社営業所
大熊運輸有限会社 本社営業所
有限会社平下商会 本社
東興運輸株式会社 本社営業所
株式会社トッキュウ 中部営業所
名阪急配株式会社 岡崎定温センター
柘運送株式会社 岡崎営業所
佐川急便株式会社 岡崎営業所
株式会社サカイ引越センター 岡崎支社
福山通運株式会社 岡崎支店
株式会社岡三物流 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

電話番号

愛知県岩倉市八剱町五林４４２
愛知県岩倉市八釼町井ノ下４７－１
愛知県岩倉市北島町丹波１８－１番
愛知県岩倉市北島町中野田５番
愛知県岩倉市北島町白山１番地
愛知県岩倉市八剱町野畑２８
愛知県大府市一屋町３丁目４５番地
愛知県大府市横根町坊主山１番地の１１６
愛知県大府市横根町箕手４１－３４４
愛知県大府市梶田町２丁目１１
愛知県大府市吉田町東端３５－２４
愛知県大府市吉田町半ノ木３３番
愛知県大府市共栄町３－１１－２０
愛知県大府市共和町宮廻間５７番１
愛知県大府市共和町別岨１７５番地（他２１筆）
愛知県大府市大東町３－１３１，１３２
愛知県大府市長草町山口１５－５３
愛知県大府市北崎町３丁目３０９
愛知県大府市北崎町遠山２００－１
愛知県大府市北崎町遠山２００－１
愛知県大府市北崎町遠山９４－１
愛知県大府市北崎町島原２８番１
愛知県大府市北崎町島原３６－１
愛知県大府市北崎町島原５３－１
愛知県大府市共栄町７丁目１番地の１
愛知県大府市共和町上徳９－２
愛知県大府市若草町１丁目４３５－６
愛知県大府市北崎町清水ケ根１３８－３
愛知県大府市北崎町大島５７番地２
愛知県岡崎市岡町字下野川３４番２
愛知県岡崎市井田西町１２－２
愛知県岡崎市稲熊町字滝道１－１
愛知県岡崎市宇頭町字久屋名３７番地１
愛知県岡崎市宇頭町字新長者屋敷９－１，１０，１１，
２６－５
愛知県岡崎市羽根町字小豆坂１５３

080-5044-5359
0587-81-4581
0587-37-3152
0587-38-3500
0587-65-3277
0587-38-3221
0562-47-8228
0562-45-2300
0562-45-0537
0562-47-7223
0562-46-1180
0562-45-4001
0562-48-2567
0562-44-1241
0562-46-5331
0562-44-5741
0562-46-1393
0562-48-5551
052-678-4306
0562-45-0580
0562-45-0123
0562-45-5087
0562-48-1121
0562-48-1121
0562-48-5326
0562-48-0211
0562-47-5323
0562-48-3721
0562-85-6345
0564-64-3081
0564-22-4327
0564-25-6110
056-433-1131
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0564-31-2000
0564-57-8745

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社引越社 岡崎営業所
株式会社引越社 豊田営業所
カリツー株式会社 岡崎東営業所
井川商会株式会社 本社営業所
カリツー株式会社 岡崎物流センター
日本郵便株式会社 岡崎郵便局
菱自運輸株式会社 岡崎営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎岩津センター
アクティブ株式会社 本社営業所
有限会社マツシマ商会 本社営業所
株式会社岡通トランスポート 本社営業所
岡崎通運株式会社 ムツミ・ロジネット・センター
株式会社グリーンサービス 岡崎営業所
株式会社サンワ運輸 本社営業所
大徳運輸株式会社 本社営業所
中洲梱包株式会社 本社営業所
日通三河運輸株式会社 岡崎営業所
日本通運株式会社 岡崎営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 岡崎
株式会社ヤマショウ運輸 本社営業所
株式会社東液供給センター 岡崎事業所
大興運輸株式会社 岡崎支店
岡崎運送株式会社 本社
高末株式会社 岡崎営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 岡崎ハブセンター
丸栄ニューウェーブ株式会社 本社営業所
鳥居運送株式会社 岡崎支店
東山物流株式会社 岡崎営業所
株式会社睦運送 岡崎営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎六ツ美支店
ワーレックス株式会社 岡崎営業所
アートコーポレーション株式会社 三河支店
ティ・ケイスピリッツ有限会社 本社営業所
壬輸送株式会社 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

電話番号

愛知県岡崎市栄町５－２－２
愛知県岡崎市栄町五丁目２番地２
愛知県岡崎市岡町字原山７番地５０
愛知県岡崎市岡町字東神馬崎北側７－１，７－５
愛知県岡崎市橋目町字西水通４０－２
愛知県岡崎市戸崎町字原山４－５
愛知県岡崎市合歓木町字渡嶋１０、１１－１
愛知県岡崎市細川町字長原８９番
愛知県岡崎市坂左右町字堤下１番地３
愛知県岡崎市坂左右町字堤上１９－１
愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗１８－７
愛知県岡崎市上三ッ木町字清口３２番
愛知県岡崎市城北町８－１１
愛知県岡崎市真伝吉祥２丁目３７番地８
愛知県岡崎市生平町保毛２２番地１
愛知県岡崎市西大友町字天神６２番地４
愛知県岡崎市大平町欠下５１番地
愛知県岡崎市大平町字欠下５１番地
愛知県岡崎市大和町字荒田３６－１
愛知県岡崎市中之郷町字六供７８－２
愛知県岡崎市柱町下地６９
愛知県岡崎市島坂町字川ノ前１６－１
愛知県岡崎市東牧内町字堤外３０番２、３１番２
愛知県岡崎市藤川町字小坂１３－１
愛知県岡崎市洞町字宮ノ腰１９－２，１８－１，１７－
１，１６－７，１６－１，２６－８
愛知県岡崎市洞町字鷹野２番地１
愛知県岡崎市日名北町４－１
愛知県岡崎市北野町字花本４５
愛知県岡崎市北野町字郷裏１０－２
愛知県岡崎市牧御堂町字炭焼２７－１，２７－２，２８
－１
愛知県岡崎市牧平町字岩田３番地２８
愛知県岡崎市蓑川新町３丁目３番地
愛知県岡崎市明大寺町字大圦１－３２
愛知県岡崎市稲熊町字二丁目９７番地１

0564-25-2626
0564-66-0845
0564-71-3020
0564-73-5507
0565-25-0080
0564-71-3800
0564-43-6311
080-5481-6504
0564-58-3939
0564-72-1230
0564-31-3731
0564-57-5450
0564-21-9854
0564-27-7117
0564-27-6111
0564-33-0280
0564-22-8655
0564-22-6543
0564-33-3510
0564-71-2050
0564-52-1117
0564-32-3810
0564-31-3553
0564-51-5546
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0564-27-0115
0564-77-9920
0564-21-1503
0564-32-8841
0564-32-3011
080-5043-3214
0564-82-2233
0564-57-0125
0564-52-4571
0564-83-8777

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

ヤマト運輸株式会社 岡崎稲熊センター
岡大物流株式会社 本社営業所
東洋ロジテム株式会社 三河営業所
トランコムＤＳ株式会社 岡崎営業所
中京綜合警備保障株式会社 中京岡崎警送営業所
綜合警備保障株式会社 警送愛知支社岡崎警送営業所
トナミ運輸株式会社 岡崎営業所
シグマロジスティクス株式会社 岡崎営業所
ヤマト運輸株式会社 額田支店
株式会社カワベ 本社営業所
松尾産業運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岡崎大樹寺支店
株式会社ジェイトップ 三河営業所
ヤマト運輸株式会社

尾張旭市

春日井市

岡崎美合支店

西濃運輸株式会社 岡崎支店
岡崎流通サービス株式会社 額田営業所
株式会社ダイヤライン 岡崎営業所
中島急送株式会社 本社営業所
東海運株式会社 旭営業所
尾張陸運有限会社 本社営業所
共同輸送株式会社 名古屋営業所
株式会社第一運輸 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 尾張旭支店
株式会社エスラインギフ 名古屋東営業所
有限会社ＪＡＰＡＮＬＩＮＥ 本社営業所
株式会社オリエント・サービス 明知営業所
今川運送株式会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 名古屋営業所
株式会社中部 本社営業所
オリソー物流株式会社 名古屋支店
株式会社サカイ引越センター 春日井支社
シグマロジスティクス株式会社 春日井営業所
水間急配株式会社 春日井営業所
永興運輸株式会社 本社営業所
株式会社ダイショーライン 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

電話番号

愛知県岡崎市稲熊町八丁目２０３番
愛知県岡崎市宇頭町字東山４８番地５
愛知県岡崎市岡町字下野川２－６
愛知県岡崎市岡町字方便１－１
愛知県岡崎市宮地町郷東２－１
愛知県岡崎市宮地町字郷東２－１
愛知県岡崎市橋目町字城畑１５－１
愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内３３番地１
愛知県岡崎市上衣文町字宝辺野７－１、宝辺野９
愛知県岡崎市西本郷町字川原田３５－３
愛知県岡崎市赤渋町字圦ノ口３１－１
愛知県岡崎市大樹寺３－１２－６，７
愛知県岡崎市大樹寺３丁目１６番１７号
愛知県岡崎市大西町字南ヶ原１２－７１，１２－７２，
１２－７３，１２－９５，１２－１８２
愛知県岡崎市大門１－４－８
愛知県岡崎市中伊西町字手平１２－１
愛知県岡崎市筒針町字池田８０番地２
愛知県岡崎市北野町樫ノ木１９－１
愛知県尾張旭市下井町下井２０３５
愛知県尾張旭市下井町下井２０９４－３
愛知県尾張旭市東栄町４丁目１２－３
愛知県尾張旭市東名西町一丁目１８６番地
愛知県尾張旭市南原山町赤土２５６－４，２７７－１
愛知県尾張旭市下井町下井２１６４番地
愛知県尾張旭市三郷町中井田１０番地
愛知県春日井市明知町字上ノ田１３１番地１
愛知県春日井市下原町２２５０－１
愛知県春日井市下市場町４丁目１５番２，１５番３
愛知県春日井市廻間町６８１－２０
愛知県春日井市牛山町字最中５８３番地の８
愛知県春日井市坂下町１丁目１４９９－１
愛知県春日井市出川町３丁目７番地５
愛知県春日井市出川町４丁目１１番地の４
愛知県春日井市勝川町６丁目１２４番地
愛知県春日井市勝川町西４丁目４２番地

080-5522-5877
0564-33-3901
0564-57-8670
080-3061-3577
0564-54-0170
0564-72-5210
0564-31-4771
090-6719-1300
080-5045-2569
0566-77-9861
0564-52-6549
080-5043-3150
0564-24-4631
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080-5043-3035
0564-21-1238
0564-85-2311
0564-32-8733
0564-32-5911
0561-53-0335
0561-55-0777
0561-53-1101
052-798-3737
0561-53-9652
0561-52-2870
0561-55-5734
0568-88-4770
0568-87-3088
0568-56-8581
0568-93-0500
0568-34-3341
0568-93-1041
090-9024-9558
0568-51-9236
0568-31-6904
0568-36-1821

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社マルブン 本社営業所
大宝運輸株式会社 春日井支店
新潟運輸株式会社 春日井支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 小牧支店
名古屋東部陸運株式会社 春日井営業所
株式会社ＬＣＳ 本社営業所
株式会社ランドキャリー 本社営業所
キユーソーティス株式会社 春日井営業所
有限会社泉陽 本社営業所
アート梱包運輸株式会社 名古屋営業所
高末株式会社 春日井営業所
日本通運株式会社 春日井物流センター
株式会社荻野商事 中部営業所
株式会社中包運輸 本社営業所
名阪急配株式会社 本社営業所
株式会社大有 名古屋営業所
三進荷役有限会社 春日井営業所
日本郵便株式会社 春日井郵便局
東海ローディング株式会社 春日井営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井美濃支店
株式会社速水運輸 本社営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
有限会社エーワイライン 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 新名古屋営業所
亀甲通運株式会社 本社営業所
株式会社オリエント・サービス 本社営業所
王子陸運株式会社 春日井営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井松河戸センター
ヤマト運輸株式会社 春日井高蔵寺支店
関東摂津運輸有限会社 春日井営業所
伸栄サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井篠木支店
福山通運株式会社 春日井支店
株式会社日立物流中部 中京輸送営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井神屋センター

※「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

愛知県春日井市小野町１丁目６８番地
愛知県春日井市上条町８－２６７６，２６７９
愛知県春日井市上田楽町字庄司山３０３４－１他４筆
愛知県春日井市上田楽町字西島２９８番地 他４６筆
愛知県春日井市神屋町御手洗２３３０
愛知県春日井市神屋町字地福１２６５－５
愛知県春日井市神屋町字地福１２６５番１
愛知県春日井市西尾町字中ノ島２４３－１
愛知県春日井市西本町１丁目９－２
愛知県春日井市大泉寺町字山畑８３４－１
愛知県春日井市鷹来町３１８１－１
愛知県春日井市鷹来町字上東光坊４６６２－１
愛知県春日井市中央通１丁目５８番地 グランデージア
イ１０１号
愛知県春日井市長塚町２－１２
愛知県春日井市東山町字東山２３４５－１９４６
愛知県春日井市東野町１０丁目２－１１
愛知県春日井市東野町西３－１１－２
愛知県春日井市柏井町３丁目１０２－１
愛知県春日井市八田町１丁目１６－３
愛知県春日井市美濃町１－９５
愛知県春日井市美濃町３丁目６３番地
愛知県春日井市味美白山町１丁目７番地の６
愛知県春日井市明知町字頓明１４２３番地２３
愛知県春日井市明知町字頓明１５１４番地８２
愛知県春日井市下条町１００５
愛知県春日井市下条町１２１２番地１
愛知県春日井市下条町６６７
愛知県春日井市下条町二丁目２番地１６
愛知県春日井市気噴町２丁目１２番１
愛知県春日井市高森台５丁目１番地３
愛知県春日井市高蔵寺町北１丁目１０６番地
愛知県春日井市篠木町８丁目３番地３
愛知県春日井市上田楽町字五反田１１１番地
愛知県春日井市上田楽町字野元２２１１
愛知県春日井市神屋町字宮前９９５番１

0568-33-3978
0568-85-3211
0568-82-1811
0568-33-1230
0568-88-5003
0568-88-2500
0568-93-9301
0568-93-0006
0568-33-5152
0568-81-4171
0568-82-2761
0568-81-2151
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0568-47-0622
0568-32-7304
0568-85-1186
0568-83-0232
0568-81-5171
0568-81-2371
0568-84-1280
080-6604-5409
0568-32-6972
0568-32-9002
0568-93-1287
0568-93-9551
0568-81-3326
0568-85-2525
0568-81-7837
080-6604-5410
080-6604-5411
0568-37-2212
0568-52-8080
080-6604-5408
0568-33-8899
0568-86-3830
080-6604-9965

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

蒲郡市

刈谷市

住所

電話番号

株式会社東海サービス 春日井配送センター
名阪急配株式会社 春日井冷凍センター
東海運輸株式会社 東海支店
坂部名古屋有限会社 本社
株式会社豊興 春日井営業所
株式会社丸鈴運輸 春日井営業所
ヤマト運輸株式会社 春日井柏原支店
ＳＢＳフレックネット株式会社 春日井営業所
株式会社ムロオ 東海センター
有限会社川上商店 本社
株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店蒲郡事業所
上野輸送株式会社 蒲郡
中部共栄運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 蒲郡支店
ミナト運輸株式会社 本社営業所
蒲郡運送株式会社 本社営業所
衣浦物流株式会社 蒲郡営業所
川口工運有限会社 本社営業所
宝物流サービス株式会社 蒲郡営業所
ホイテクノ物流株式会社 浜町支店

愛知県春日井市大泉寺町字大池下２９２番４７３
愛知県春日井市長塚町１丁目１０３番地
愛知県春日井市長塚町１丁目８１
愛知県春日井市田楽町１７６５番地の６
愛知県春日井市東山町字平橋２３１３－２３
愛知県春日井市如意申町六丁目１６番地１５
愛知県春日井市柏原町５丁目７２番
愛知県春日井市明知町字頓明１４２３－５０
愛知県春日井市明知町字頓明１５１４番８８
愛知県蒲郡市形原町南市場４２番地の４
愛知県蒲郡市浜町１４－１
愛知県蒲郡市浜町３２番地の１
愛知県蒲郡市浜町４１
愛知県蒲郡市浜町７３－６
愛知県蒲郡市浜町９４－４
愛知県蒲郡市浜町９４－８
愛知県蒲郡市浜町９４番地７
愛知県蒲郡市拾石町五反田１１番地３
愛知県蒲郡市拾石町東浜３１－１９
愛知県蒲郡市拾石町東浜３１番１９

ヤマト運輸株式会社

愛知県蒲郡市平田町下五反田４１－１，４２－１，４３－１
080-7778-4242

蒲郡支店

フジイチ輸送有限会社
カリツー株式会社

本社営業所

刈谷北営業所

日豊高速運輸株式会社 刈谷物流センター
カリツー株式会社 刈谷物流センター
有限会社アクティブラン 本社営業所
株式会社パスコ・エクスプレス 刈谷営業所
亀城運輸株式会社 本社営業所
藤久運輸倉庫株式会社 中部事業部
廣瀬梱包運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社引越社 刈谷営業所
株式会社サカイ引越センター 刈谷支社
ヤマト運輸株式会社 刈谷桜センター
日本通運株式会社 刈谷営業所

※「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。

愛知県刈谷市一ツ木町７丁目７番地７
愛知県刈谷市一里山町柳原４８－１、特積：一里山町新
屋敷７０－２
愛知県刈谷市小垣江町西高根２０７番２
愛知県刈谷市小垣江町西高根２１０番地
愛知県刈谷市小垣江町本郷下３１番地５
愛知県刈谷市西境町広見２４番地
愛知県刈谷市築地町２丁目３番地１２
愛知県刈谷市半城土町大組６－１
愛知県刈谷市一里山町東吹戸１－１０
愛知県刈谷市一ツ木町２丁目２－１３
愛知県刈谷市一ツ木町８丁目１０番１
愛知県刈谷市一色町三丁目８番地４
愛知県刈谷市一里山町下流１－１
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0568-87-3411
0568-36-2401
0568-33-2111
0586-75-4300
0568-85-1800
0568-31-1655
080-5451-7282
0568-93-0222
0568-88-8683
0533-57-1823
0533-68-4620
0533-69-2916
0533-68-1381
0533-69-1155
0533-68-6666
0533-68-3184
0533-69-4185
0533-69-9736
0533-66-2177
0533-67-0660

0566-27-9900
0566-35-2711
0566-91-0231
0566-24-2301
0566-24-7788
0566-26-6121
0566-22-1821
0566-21-6309
0566-36-1100
0566-27-2626
0566-62-6211
080-6604-5329
0566-36-0039

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日通三河運輸株式会社 刈谷営業所
サンワリューツー株式会社 本社営業所
名古屋トネックス株式会社 本社営業所
ビューテックローリー株式会社 名古屋営業所

大興運輸株式会社 刈谷支店
トヨタ輸送中部株式会社 富士松営業所
トヨタ輸送株式会社 富士松営業所
名古屋特殊自動車株式会社 刈谷営業所
株式会社引越一番 本社
東海運輸株式会社 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 刈谷営業所
ヤマト運輸株式会社 刈谷支店
愛東運輸株式会社 本社営業所
株式会社日本陸送 豊田営業所
株式会社センターリバー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 刈谷野田支店
北名古屋市 株式会社ヤマザキ物流 名古屋営業所
株式会社アテックライン 北名古屋営業所
アートコーポレーション株式会社 北名古屋営業所
株式会社川紀運輸 本社営業所
宮松運輸株式会社 北名古屋
株式会社ケイエス通商 本社営業所
株式会社シャチライン 本社営業所
有限会社クリエイションカーゴサービス 本社営業所
株式会社ジェイトップ 名北営業所
サッポロ流通システム株式会社 東海支社名古屋事務所
有限会社エクストリーム 高田寺営業所
鬼頭運輸倉庫株式会社 西春営業所
株式会社荒尾サポートサービス 本社営業所
株式会社フジワラ・サービス 本社
大阪北陸急配株式会社 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 北名古屋支店
名糖運輸株式会社 東海物流センター
株式会社ハセコン運輸 名古屋営業所
福山通運株式会社 名古屋支店

※「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

愛知県刈谷市一里山町下流１－１
愛知県刈谷市一里山町家下８０
愛知県刈谷市一里山町西石根２９番９
愛知県刈谷市一里山町東吹戸２９－１，１４－７、１９
－１，２８－１，３０，３１－１
愛知県刈谷市幸町３－３－１
愛知県刈谷市今岡町吹戸池１１１
愛知県刈谷市今岡町吹戸池７－３
愛知県刈谷市今川町三丁目２０１
愛知県刈谷市今川町中矢戸９番地１
愛知県刈谷市松栄町１－５－１３
愛知県刈谷市西境町広見１２８番地
愛知県刈谷市築地町２丁目８－４、１３
愛知県刈谷市東境町上野８－１
愛知県刈谷市東境町唐池５４
愛知県刈谷市東新町１丁目３０１番地
愛知県刈谷市半城土西町３丁目４番地７
愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西一丁目１４番地
愛知県北名古屋市宇福寺中杁２１番地
愛知県北名古屋市宇福寺天神６番
愛知県北名古屋市沖村山ノ神３番地
愛知県北名古屋市沖村西ノ川１２３番地
愛知県北名古屋市沖村西ノ川２９番，３０番
愛知県北名古屋市沖村西之郷２８
愛知県北名古屋市久地野安田８５－１
愛知県北名古屋市九之坪鴨田４８番地
愛知県北名古屋市熊之庄堤下７番地
愛知県北名古屋市高田寺東の川２８－１
愛知県北名古屋市山之腰天神東１０８
愛知県北名古屋市山之腰天神東１５４番地
愛知県北名古屋市山之腰天神東２８番地
愛知県北名古屋市山之腰天神東８３番１
愛知県北名古屋市西之保清水田５５
愛知県北名古屋市鍛治ヶ一色字襟１０番１
愛知県北名古屋市中之郷神明４３
愛知県北名古屋市中之郷八反３８

0566-26-1200
0566-35-3060
0566-36-1511
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0566-35-0521
0566-21-3415
0566-36-2201
0566-36-1132
0566-62-7785
0566-61-1541
0566-21-6330
0566-36-4840
080-5481-5642
0566-36-5347
0566-36-5411
0566-93-8031
080-6604-6905
0568-27-2665
0568-24-5481
0568-25-0123
0568-23-1152
0568-22-1188
0568-23-2099
0568-23-5726
0568-65-9602
0568-27-2325
0568-25-2814
0568-68-9183
0568-22-1518
0568-26-1919
0568-68-6656
0568-24-1688
080-6604-5421
0568-25-7171
0568-25-4992
0568-22-2121

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

清須市

事業所名
福山エクスプレス株式会社 名古屋営業所
有限会社スギノ商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 師勝南センター
有限会社幸栄流通サービス 本社営業所
松岡満運輸株式会社 名古屋支店
ジェイエイ・トービス株式会社 名古屋営業所
石川運輸株式会社 本社営業所
株式会社大杉運輸 本社営業所
株式会社中通 中部営業所
株式会社サンロジスティックス 名古屋営業所
東海ローディング株式会社 名古屋営業所
希望運輸株式会社 北名古屋営業所
三和企業株式会社 名古屋営業所
有限会社楓商会 本社営業所
株式会社エスラインギフ 名古屋春日営業所
株式会社スワローロジックス 本社営業所
株式会社ＴＨライン 清須本社
トランコム株式会社 一宮共配センター
中京陸運株式会社 春日営業所
株式会社京三運輸 名古屋営業所
愛知陸運株式会社 名西営業所
有限会社小林運輸 本社営業所
有限会社稲垣運輸 本社営業所
有限会社春日運輸 本社営業所
マコトトランスポートサービス株式会社 名古屋営業所
佐川急便株式会社 名古屋西営業所
有限会社オートラック 本社営業所
有限会社和久井総業 本社営業所
株式会社ロードカンパニー 愛知営業所
株式会社寿宅配便 清須営業所
株式会社ジェイトップ 清須営業所
有限会社カンダトラスト 本社営業所
ケーエルサービス西日本株式会社 清須営業所
山崎商事運輸株式会社 本社営業所
大阪商運株式会社 愛知営業所

※「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

愛知県北名古屋市中之郷八反３８－１
愛知県北名古屋市中之郷八反６８番地
愛知県北名古屋市二子松江３５番１
愛知県北名古屋市北野八竜前８３
愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西３丁目６７番地
愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀２２－１
愛知県北名古屋市沖村西ノ川１３５番地
愛知県北名古屋市久地野牧野２８－２
愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色西三丁目７１
愛知県北名古屋市六ツ師女夫越５
愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７２
愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７５番地１
愛知県清須市一場新町４４１番１
愛知県清須市春日宮重町１５９
愛知県清須市春日江先５７
愛知県清須市春日江先５７番
愛知県清須市春日舟付１０１番１
愛知県清須市春日焼田７５
愛知県清須市春日新田９４
愛知県清須市春日長久寺１０７番
愛知県清須市春日鳥出９７，９８，９９
愛知県清須市春日白弓２８番１、２９番、３０番、３１
番
愛知県清須市春日白弓８４番地
愛知県清須市春日落合６９５番地
愛知県清須市清洲２４８８
愛知県清須市西枇杷島町古城１丁目１３－４
愛知県清須市西枇杷島町古城一丁目７番地６
愛知県清須市西枇杷島町城並二丁目４番地２
愛知県清須市朝日弥生１７１番地
愛知県清須市朝日弥生９０番地
愛知県清須市阿原鴨池８３番地
愛知県清須市阿原九丁田１７１
愛知県清須市寺野池端３番地
愛知県清須市春日郷ヶ島２８
愛知県清須市春日焼田７５

0568-25-2932
0568-27-3555
080-6604-5422
0568-23-3004
0568-23-1616
0568-23-7732
0568-25-5443
0568-23-7328
0568-27-2400
0568-26-2650
0568-22-0620
0568-68-9589
052-400-8512
052-908-8135
052-502-1101
052-857-0450
052-401-0500
052-408-5600
052-409-2325
090-8420-8200
052-401-2791
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052-400-6068
052-400-1180
0587-81-7333
052-408-0315
052-509-2191
052-401-4700
052-501-7715
052-508-7963
052-408-0038
052-401-5801
052-846-6751
052-400-2950
052-508-7004
052-401-7655

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
三和梱包運輸株式会社

本社営業所

信越定期自動車株式会社
トナミ運輸株式会社

名古屋営業所

名岐支店

中日運送株式会社 本社営業所

江南市

小牧市

名阪急配株式会社 名古屋センター
松風運輸株式会社 本社営業所
株式会社フレッシュ便中部 本社営業所
鴻池運輸株式会社 江南営業所
株式会社盛産業グループ運輸 本社営業所
森実運輸株式会社 名古屋支店
此花運輸株式会社 江南営業所
有限会社カヤノ物流 本社
トランコム株式会社 江南事業所
中倉陸運株式会社 愛岐営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 一宮共配センター
株式会社川口通商 本社営業所
株式会社流通システム中部 本社
阪神トランスポート株式会社 東海営業所
シグマロジスティクス株式会社 江南営業所
中部高速運輸株式会社 本社営業所
株式会社シーエックスカーゴ 小牧営業所
株式会社エスワイプロモーション 中京営業所
株式会社ウィズダム東海 本社営業所
美友起梱包有限会社 本社営業所
株式会社東海ロジテム 名古屋営業所
山中運輸有限会社 本社営業所
株式会社名岐物流サービス 本社営業所
カンダコーポレーション株式会社 小牧営業所
第一環境株式会社 本社営業所
マリヤ運輸有限会社 本社営業所
株式会社ニッシン・ロジスティクス 名古屋営業所
名古屋特殊自動車株式会社 小牧営業所
株式会社ハルテサンアイユー 本社営業所
有限会社桃花台配送 本社営業所
航空集配サービス株式会社 小牧営業所

※「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
愛知県清須市春日長久寺６１番
愛知県清須市春日鳥出９０番、９１番、９２番、９３
番、９４番、９５番、９６番
愛知県清須市春日立作２３番地
愛知県清須市須ケ口１９００番地１
愛知県清須市西市場五丁目５－２
愛知県清須市西枇杷島町宮前１－５５－２
愛知県清須市朝日貝塚１７５
愛知県江南市赤童子町栄１１４－１
愛知県江南市後飛保町平野１５３番地
愛知県江南市村久野町平河１１２
愛知県江南市力長町若宮１１
愛知県江南市力長町神明３２８番地２
愛知県江南市和田町旭２５－１
愛知県江南市和田町旭３４－１
愛知県江南市古知野町朝日２５
愛知県江南市五明町福森１２５番地
愛知県江南市飛高町本町３８番地の３
愛知県江南市和田町旭１６２番１
愛知県江南市和田町旭８８
愛知県小牧市大字三ッ渕字南播州１２４３－１
愛知県小牧市山北町４４
愛知県小牧市下小針中島１丁目１１２番地
愛知県小牧市下小針中島一丁目１４９番地
愛知県小牧市下小針天神１－１２９
愛知県小牧市外堀４丁目５１番地
愛知県小牧市間々原新田１０５６番地１
愛知県小牧市岩崎字西巾２７７０－４
愛知県小牧市岩崎字西巾２７７０－４
愛知県小牧市久保一色南２－１２０，１１９
愛知県小牧市郷中１－８４
愛知県小牧市郷中２丁目３７番地１
愛知県小牧市桜井３０
愛知県小牧市三ツ渕１２８５－１
愛知県小牧市三ツ渕１７４４番地の６
愛知県小牧市三ツ渕３７４－１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

052-982-9825
052-325-7360
052-409-2711
052-400-5251 機械・機械部品、鉄鋼・金属製品
052-408-5411
052-502-2381
052-401-7151
0587-96-9510
0587-56-6637
0587-53-4650
0587-54-9318
0587-51-6022
0587-53-6655
058-753-6788
0586-53-1056
0587-50-6065
0587-81-5450
0587-55-4545
090-6719-1329
0568-75-2106
0568-41-3228
0568-76-5428
0568-71-8965
0568-75-3060
0568-72-2845
0568-77-7693
0568-77-9668
0568-77-6993
0568-72-2300
0568-72-6100
0568-42-0064
0568-76-1660
0568-71-6630
0568-73-5230
0568-54-2311

市区郡名

事業所名
大幸運輸株式会社 小牧営業所
佐川急便株式会社 中部路線営業所
ＳＧムービング株式会社 名古屋営業所
グリーンロジスティクス株式会社 中部支店
株式会社大東運送 小牧営業所
株式会社つばめ急便 小牧営業所
ハウス物流サービス株式会社 中部営業所
中部タイムス物流株式会社 本社営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 小牧営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 小牧営業所
名北陸運有限会社 本社営業所
有限会社名古屋ササイ 本社
東名輸送株式会社 本社営業所
株式会社樹商事 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 小牧支店
山陽自動車運送株式会社 名古屋営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 名古屋営業所
福井貨物自動車株式会社 小牧支店
西濃エキスプレス株式会社 小牧営業所
有限会社一善トータルメッセンジャー 本社営業所
近物レックス株式会社 小牧支店
ヤマト運輸株式会社 愛知法人営業支店
愛知陸運株式会社 小牧営業所
名鉄運輸株式会社 小牧支店
信州名鉄運輸株式会社 名古屋支店
四国名鉄運輸株式会社 名古屋支店
名鉄急配株式会社 小牧営業所
信光陸運株式会社 本社営業所
株式会社デイライン 東海営業所
有限会社シンコウ運輸 本社営業所
玉村運輸株式会社 名古屋支店
有限会社マルニシディーピー 本社営業所
諏訪梱包運輸株式会社 名古屋営業所
有限会社エヌ・オー通産 本社営業所
大池運送株式会社 本社営業所
株式会社日之出運輸 名古屋支店

※「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
愛知県小牧市三ツ渕字西之坪１０６３
愛知県小牧市三ツ渕惣作１３５０
愛知県小牧市舟津八反田１３６
愛知県小牧市小針三丁目６３番地
愛知県小牧市小針二丁目４９７
愛知県小牧市小牧原３丁目２１９番地
愛知県小牧市小牧原４－１０４
愛知県小牧市小牧原三丁目１９１番地
愛知県小牧市小木１－５８
愛知県小牧市小木東１丁目１２８番地
愛知県小牧市小木東２－２４９
愛知県小牧市小木東２－３２
愛知県小牧市小木東３丁目１１０番１
愛知県小牧市小木東二丁目１１１番地
愛知県小牧市新小木１－９２
愛知県小牧市新小木１丁目４０
愛知県小牧市新小木１丁目４３
愛知県小牧市新小木１丁目４６
愛知県小牧市新小木１丁目９２番地
愛知県小牧市新小木２－１１
愛知県小牧市新小木２－１７，１８
愛知県小牧市新小木２丁目８番
愛知県小牧市新小木３－２０，２２
愛知県小牧市新小木３－７
愛知県小牧市新小木３－７
愛知県小牧市新小木３丁目７番地
愛知県小牧市新小木３丁目７番地
愛知県小牧市新小木一丁目３０番地
愛知県小牧市西之島字烏海道５７番地１
愛知県小牧市川西２丁目６９番地
愛知県小牧市川西３－１０
愛知県小牧市多気西町２９６番地１０
愛知県小牧市多気中町１８９
愛知県小牧市多気中町２３０番地１
愛知県小牧市多気南町９－１
愛知県小牧市大字横内４３０番地
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電話番号
0568-74-5530
0568-76-5330
0568-72-1144
0568-72-2511
0568-77-7277
0568-41-0066
0568-74-5055
0568-71-2161
0568-75-7570
0568-42-2221
0568-72-5539
0568-75-3335
0568-75-1141
0568-54-3304
0568-73-1211
0568-76-0255
0568-71-7696
0568-73-3165
0568-77-7358
0568-23-8826
0568-72-7115
0568-42-0134
0568-72-1315
0568-72-1281
0568-75-1917
0568-77-7518
0568-71-9750
0568-42-1700
0568-42-0300
0568-72-0118
0568-72-2626
0568-75-8890
0568-74-1275
0568-71-3822
0568-76-0172
0568-75-5111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
フコク物流株式会社 中部営業所
株式会社丸運 小牧物流センター
日本通運株式会社 小牧ロジスティクス事業所
日急株式会社 小牧倉庫営業所
新三協物流株式会社 小牧営業所
岡山県貨物運送株式会社 名古屋支店
愛北ロジック株式会社 本社営業所
センコー株式会社 中部輸送センター
東海センコー運輸株式会社 小牧営業所
興和運輸株式会社 小牧営業所
株式会社蔵王興業 本社営業所
株式会社日特運輸 本社
名和運輸株式会社 本社営業所
南星キャリックス株式会社 小牧営業所
有限会社藤栄物流 本社
株式会社メイコン 小牧営業所
志村梱包株式会社 本社営業所
臼杵運送株式会社 名古屋営業所
株式会社小笠原運送 本社営業所
福山名和運輸株式会社 名古屋営業所
福岡運輸株式会社 名古屋営業所
株式会社アテックライン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小牧桃花台センター
有限会社アイショウ陸運 本社営業所
ダイセー倉庫運輸株式会社 本社営業所
トナミ第一倉庫物流株式会社 小牧営業所
株式会社青山運送 本社営業所
ベア・ロジコ株式会社 名古屋営業所
名鉄運輸株式会社 小牧流通支店
吉正運輸倉庫株式会社 小牧営業所
埼玉プロイコム株式会社 中部営業所
三宝運輸株式会社 本社
株式会社東液供給センター 小牧事業所
株式会社コラビス東海 本社営業所
株式会社ヤマガタ 名古屋営業所
大石梱包株式会社 小牧営業所

※「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

愛知県小牧市大字横内字惣鏡５５６
愛知県小牧市大字横内字立野６２７－１８
愛知県小牧市大字横内字立野６２７番地１
愛知県小牧市大字下末字針５７８－１
愛知県小牧市大字下末字池田７２－１
愛知県小牧市大字下末字野本３７５番地２
愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７－４
愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹４８０－１
愛知県小牧市大字河内屋新田字高笹４８０番１
愛知県小牧市大字間々原新田字牡若池１８９０－１
愛知県小牧市大字間々原新田字今池１３－１
愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池１６４
愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池２０６－１
愛知県小牧市大字岩崎６８０
愛知県小牧市大字三ツ渕１５１５－１
愛知県小牧市大字三ツ渕字西の門９５０番地
愛知県小牧市大字三ッ渕字中播州３３７
愛知県小牧市大字三ッ渕字東阿原１４２０
愛知県小牧市大字舟津字上針田１２５１－３
愛知県小牧市大字舟津字大坪１１４４－１
愛知県小牧市大字舟津字大坪１１４６－３
愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前１１３７－４
愛知県小牧市大字上末字東山３５０９－１９０
愛知県小牧市大字上末字東山３５９５番地１
愛知県小牧市大字西之島１６１６
愛知県小牧市大字西之島烏海道５０
愛知県小牧市大字西之島字花塚１１６８－８
愛知県小牧市大字村中字松原８０９－１
愛知県小牧市大字村中字足中代９２４－１，９２３－１
愛知県小牧市大字村中字膝子９８２－１
愛知県小牧市大字東田中２０９７－１
愛知県小牧市大字東田中字金井戸６１０－１
愛知県小牧市大字東田中上池１２５１
愛知県小牧市大字東田中字上池１２６５－１
愛知県小牧市大字東田中字大杁１３５１－１
愛知県小牧市大字東田中字大杁１３５５－１

0568-73-8751
0568-73-1291
0568-42-2260
0568-77-7331
0568-77-5062
0568-73-1255
0568-75-9201
0568-77-3331
0568-65-6791
0568-73-8888
0568-77-3730
0568-73-9431
0568-73-4189
0568-73-6705
0568-42-0173
0568-77-3305
0568-73-4511
0568-73-6193
0568-75-3617
0568-44-8868
0568-41-2412
0568-76-8891
080-5044-5467
0568-47-1223
0568-72-7221
0568-75-1073
0568-75-3770
0568-71-1031
0568-72-1581
0568-71-0381
0568-42-6711
0568-77-9158
0568-39-6910
0568-47-5317
0568-73-5331
0568-76-0321

28／49 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

間口東海株式会社 東海営業所
株式会社近鉄トランステック 中部オペレーションセン
ター
澁澤陸運株式会社 愛知ターミナル
有限会社ワンプラスワン 小牧営業所
株式会社メイコウサポート 本社営業所
株式会社名孝高速 小牧営業所
備後通運株式会社 名古屋支店
名備運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小牧本庄センター
刈谷高速運輸株式会社 本社営業所
中越テック株式会社 名古屋営業所
株式会社塚腰運送 名古屋営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 小牧営業所
株式会社日本陸送 小牧営業所
三機陸運株式会社 本社営業所
株式会社ホーコー 本社営業所
北港運輸株式会社 小牧支店
株式会社ヒーローズエキスプレス 中部営業所
トランコムＤＳ株式会社 小牧営業所
佐川急便株式会社 小牧営業所
味の素物流株式会社 小牧営業所
愛知商運株式会社 本社営業所
フジセーレック株式会社 名古屋営業所
富士運輸株式会社 名古屋支店
株式会社ヒガシトゥエンティワン 名古屋ロジネット事
業部
大東実業株式会社 名古屋
株式会社グリーンサービス 小牧営業所
有限会社内田運送 名古屋営業所
株式会社東陽運輸

名古屋支店

林運輸株式会社 小牧営業所
株式会社ジェイ・ロジコム 小牧営業所
トランコム株式会社 小牧ロジスティクスセンター
名阪急配株式会社 小牧食材センター
名昭産業株式会社 小牧営業所

※「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

愛知県小牧市大字東田中南新田１６０５番１

0568-42-0276

愛知県小牧市大字二重堀字中西浦８１８－１

0568-72-2360

愛知県小牧市大字入鹿出新田８２２
愛知県小牧市大字入鹿出新田字郷中５４５
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１５７－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１５７－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１６５－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字大島３１４－１
愛知県小牧市大字文津字山岸１００６番１
愛知県小牧市大字本庄字白池８３２番地１
愛知県小牧市大字本庄字大坪４５８－１
愛知県小牧市大字本庄字東向田１２３１－１
愛知県小牧市大字本庄字末子１１３３－１
愛知県小牧市大字本庄字末子１１７７－１
愛知県小牧市中央６丁目２６３
愛知県小牧市中央６丁目３３９
愛知県小牧市東４丁目２５６番地
愛知県小牧市東田中字金井戸５８９－１
愛知県小牧市本庄２０１８－２
愛知県小牧市本庄字東向田１２３４－１
愛知県小牧市本庄南浦１０４１－３
愛知県小牧市野口字中田１４９５－２
愛知県小牧市大字三ツ渕字西之坪１０７１
愛知県小牧市下小針中島３－２９６－１

0568-76-4547
0568-74-5058
0568-74-7766
0568-74-7766
0568-72-2561
0568-72-3552
080-6604-5404
0568-65-8117
0568-78-1141
0568-78-8871
0568-78-6971
0568-79-6144
0568-75-5252
0568-74-7377
0568-76-3707
0568-39-6930
0568-74-6721
0568-47-1199
0568-78-3400
0568-78-1002
052-398-6361
0568-41-5335

愛知県小牧市下小針中島三丁目１６４

0568-74-6681

愛知県小牧市間々原新田字宮前５２６番地
愛知県小牧市岩崎１－１７８
愛知県小牧市岩崎１３４５－６５
愛知県小牧市久保一色字本田屋敷１６４９番・１６５１
番合併地コーポラスヘルシー１棟２０３号
愛知県小牧市元町４丁目６６
愛知県小牧市三ツ渕字惣作１２７７－１
愛知県小牧市小針３－５３
愛知県小牧市小牧原１丁目４１１
愛知県小牧市小牧原３－４３

0568-74-1411
0568-42-1127
03-3644-4327
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0568-73-0777
0568-54-2211
0568-65-8231
0568-74-4611
0568-43-1353
0568-77-5260

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

大輝株式会社 小牧営業所
誠栄物流商事株式会社 本社営業所
誠栄産業株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小牧支店

住所

電話番号

高山産業運輸株式会社 小牧営業所
高末株式会社 小牧営業所
オート運輸倉庫株式会社 小牧営業所
ダイセー物流株式会社 本社営業所

愛知県小牧市小牧原新田字寺前１４７６番地１
愛知県小牧市小木２丁目１０１
愛知県小牧市小木２丁目１０１番地
愛知県小牧市小木２丁目１２６
愛知県小牧市小木東１－１２６
愛知県小牧市小木東２－１２３
愛知県小牧市小木東２丁目２２５
愛知県小牧市小木東一丁目６８番地
愛知県小牧市新小木１－９２
愛知県小牧市新小木１丁目３１番地
愛知県小牧市新小木２丁目１６番
愛知県小牧市新小木一丁目３１番地
愛知県小牧市新小木二丁目１１番地
愛知県小牧市西之島１４３８番地
愛知県小牧市川西一丁目７５番
愛知県小牧市多気中町１８３番地
愛知県小牧市多気南町２５８
愛知県小牧市大字横内６２７－１７
愛知県小牧市大字下末字間瀬口６６９
愛知県小牧市大字下末字長田７９０－１
愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７番地の４
愛知県小牧市大字小牧原新田７４５番地の５１
愛知県小牧市大字小牧原新田字問屋橋８８２－１，８８
５－１
愛知県小牧市大字上末字山中２７７－１
愛知県小牧市大字西之島字柿之木島５８０番
愛知県小牧市大字西之島字雉子野１６１４－１
愛知県小牧市大字村中字池田１１１１－３

加藤梱包運輸株式会社

愛知県小牧市大字大草字清水洞２３０４－１，２３０５－１
0568-79-2522

株式会社成清トランスポート 小牧営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 小牧営業所
アトラスカーゴサービス株式会社 小牧営業所
株式会社ロイヤルコーポレーション 中部営業所
西濃運輸株式会社 小牧支店
日通名古屋北運輸株式会社 小牧営業所
ホッコウ物流株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 名古屋北ロジスティクス事業所
株式会社アシスト物流サービス 本社営業所
株式会社エヌライン 本社営業所
株式会社日本トランスネット 小牧
商都通信株式会社 本社営業所
大池運送株式会社 小牧営業所
第一貨物株式会社 小牧支店
有限会社針尾高速 本社営業所
名阪急配株式会社 小牧ＴＤセンター
水間急配株式会社 小牧営業所
鈴建輸送株式会社 小牧営業所
ヤマト運輸株式会社

小牧中央支店

本社営業所

株式会社トヨナカ 本社営業所
エムケー物流株式会社 小牧営業所
名豊興運株式会社 本社営業所
名古屋低温物流株式会社 小牧営業所
株式会社ヒューテックノオリン 中部支店
株式会社サムトランスポート 小牧物流センター

※「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。

愛知県小牧市大字大草字年上坂５９７７番４
愛知県小牧市大字大草字年上坂６１１９番地１２
愛知県小牧市大字南外山字道上１２３－１
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１７３
愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北９０番地１
愛知県小牧市大字北外山字牛山浦３９０１－１
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主な輸送品目（任意掲載）

0568-54-8087
0568-72-4565
0568-72-4558
080-6604-5405
0568-54-3962 建設機械、敷鉄板等
0568-75-1071
0568-39-6660
0568-65-8915
052-678-4313
0568-65-9577
0568-72-8801
0568-73-2264
0568-71-1372
0568-77-1440
0568-65-6167
0568-27-8511
0568-76-0172
0568-75-2525
0568-54-3866
0568-42-6858
0568-54-2130
0568-75-3435
080-5044-5195
0568-78-2050
0568-73-0878
0568-73-4281
0568-68-9905

0568-47-0033
0568-78-2201
0568-72-1327
0568-41-1222
0568-44-9616
0568-74-4302

事業所名

市区郡名

新城市

瀬戸市

高浜市

住所

電話番号

新潟輸送株式会社 名古屋配送センター
株式会社スマイルライン 名古屋営業所
株式会社伸榮運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 新城支店
有限会社彦坂商事 本社営業所
ＭＤロジス産機サービス株式会社 新城営業所
株式会社ユース・ラット 本社営業所
知多産業運輸株式会社 新城営業所
アツミニエキ株式会社 本社営業所
東陶運送株式会社 本社営業所
有限会社成田運輸 本社営業所
株式会社シーキューブトータルサービス 瀬戸事業所
加藤機工株式会社 加藤機工株式会社
大橋運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸伊産商 本社営業所
株式会社三眞トランスポート 本社営業所
株式会社ダイユー物流 本社営業所
有限会社スター物流 本社営業所
渡邊建材有限会社 本社営業所
日東運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瀬戸品野センター
丸五運送株式会社 本社営業所
株式会社鈴鉦運輸 瀬戸営業所
横山運輸株式会社 本社営業所
株式会社成清トランスポート 本社営業所
高見起業株式会社 本社営業所

愛知県小牧市大字本庄字下畑７００
愛知県小牧市大字本庄字藤ノ木１１０６－１
愛知県新城市字奥井道５１－５
愛知県新城市字東沖野３５－１，３６－１
愛知県新城市川田字本宮道６１－１
愛知県新城市有海字鳥影１番地１
愛知県新城市石田字西未旨４
愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷１－１１
愛知県新城市有海字落合１－１２
愛知県瀬戸市今林町１９３－１
愛知県瀬戸市山の田町１５１番地
愛知県瀬戸市山の田町４３－１９６
愛知県瀬戸市瀬戸口町１７９番地６
愛知県瀬戸市西松山町二丁目２６０番地
愛知県瀬戸市西米泉町１４５番地
愛知県瀬戸市西本地町２丁目１３番地、２４番地
愛知県瀬戸市池田町１００番地３
愛知県瀬戸市東安戸町６番地５
愛知県瀬戸市幡野町８１－６８
愛知県瀬戸市苗場町８５－１
愛知県瀬戸市品野町１丁目１８９番１
愛知県瀬戸市平町２－７２
愛知県瀬戸市坊金町１１７番地
愛知県瀬戸市本郷町６９４番地３
愛知県瀬戸市山の田町１４７－１
愛知県瀬戸市山の田町４３－１８３

ヤマト運輸株式会社

愛知県瀬戸市上松山町１丁目４７・５０・５１・５９・６０
080-5044-5468

瀬戸上松山支店

株式会社マルニ運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 瀬戸支店
山徳運輸有限会社 本社営業所
株式会社東海サービス 本社営業所
有限会社スズタニ運送 本社営業所
株式会社Ａ．モンライン 本社営業所
石部運輸倉庫株式会社 名古屋営業所
鈴木運送株式会社 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。

愛知県瀬戸市西松山町３丁目５２番地
愛知県瀬戸市福元町２０番地
愛知県瀬戸市平町２－７１
愛知県瀬戸市窯町３２２番地の１３３
愛知県高浜市論地町五丁目６番地９８
愛知県高浜市向山町一丁目５番地９
愛知県高浜市小池町１丁目１１－２３
愛知県高浜市二池町１丁目７－２６
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主な輸送品目（任意掲載）

0568-79-1901
0568-78-7431
0536-22-2261
080-6604-7016
0536-23-5471
0536-25-0502
0536-23-1171
0536-27-2377
0536-25-1155
0561-82-4248
0561-89-5581
0561-56-0262
0561-83-3456
0561-82-0084
0561-76-6684
0561-83-7773
0561-85-6500
0561-76-2276
0561-82-7285
0561-82-7078
080-6699-0899
0561-82-6155
0561-87-3250
0561-65-5333
0561-83-3317 建設機械、敷鉄板等
0561-21-1011

0561-82-3547
080-6604-5482
0561-82-7842
0561-85-2552
0566-91-5063
0566-53-2114
0566-54-3785
0566-53-0553

市区郡名

田原市

知多市

事業所名
水野運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高浜二池センター
コネクト物流株式会社 本社営業所
高浜共立運輸株式会社 本社営業所
春日運送株式会社 本社営業所
暁輸送株式会社 高浜営業所
株式会社大照 本社営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 田原営業所
株式会社藤城運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 田原営業所
ヤマト運輸株式会社 田原支店
渥美運輸株式会社 田原営業所
有限会社伊藤ハウス 本社営業所
有限会社黒田トラック 本社営業所
有限会社彦坂興業 本社営業所
マルアイシステム有限会社 田原営業所
ヤマト運輸株式会社 渥美センター
愛知陸運株式会社 田原営業所
翔運輸株式会社 田原営業所
名波陸送株式会社 田原営業所
田原運輸株式会社 田原営業所
大興運輸株式会社 田原支店
サーラ物流株式会社 田原営業所
トヨタ輸送株式会社 田原営業所
協進運輸株式会社 田原営業所
名城運輸有限会社 田原営業所
イノチオ物流株式会社 本社営業所
東海ローディング株式会社 豊橋営業所
株式会社山内運送 本社営業所
近物レックス株式会社 渥美営業所
三河重機興業株式会社 田原営業所
カリツー株式会社 田原物流センター
有限会社ビック・ワン 本社営業所
日東富士運輸株式会社 名古屋支店
ヤマト運輸株式会社 知多支店
株式会社トーカイ 名古屋営業所

※「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
愛知県高浜市二池町３－６－３８
愛知県高浜市二池町５－１－１，１－２
愛知県高浜市八幡町４－２－１２
愛知県高浜市碧海町五丁目１－２８
愛知県高浜市芳川町１－５－３０
愛知県高浜市豊田町１丁目２１４－１９
愛知県高浜市論地町３丁目６－３４
愛知県田原市浦町鬼塚３９－２２、３９－２３
愛知県田原市加治町恩中５９－２
愛知県田原市神戸町深田４１－２
愛知県田原市神戸町大坪７－１，８
愛知県田原市谷熊町森下１０－２
愛知県田原市谷熊町堂代４６－１
愛知県田原市田原町柳町２６
愛知県田原市東赤石四丁目８５－２
愛知県田原市波瀬町波瀬北７５番地１
愛知県田原市保美町仲原１１３番地
愛知県田原市緑が浜２号１番２６
愛知県田原市緑が浜２号２－９９
愛知県田原市緑が浜４号１番２８
愛知県田原市緑が浜４号１番５
愛知県田原市緑が浜二号１番３１
愛知県田原市緑ケ浜１号１１番１
愛知県田原市緑ヶ浜３号８番
愛知県田原市浦町北浦１２３－２
愛知県田原市神戸町大坪５番１
愛知県田原市神戸町大坪１７番地
愛知県田原市大久保町七ツ釜１０２－２
愛知県田原市田原町清谷３９－４
愛知県田原市保美町西原６９１
愛知県田原市豊島町榎沢７７番１
愛知県田原市緑が浜二号１番地２２
愛知県知多市八幡字深山口５０番地の５
愛知県知多市北浜町１４番地２
愛知県知多市八幡字岩ノ脇２６－３，２７－７
愛知県知多市八幡字岩の脇２７番地１０
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電話番号
0566-52-2233
080-5481-6496
0566-52-7388
0566-53-0400
0566-53-2627
0566-91-5964
0566-34-1335
0531-24-0351
0531-22-0433
0532-29-7700
080-5481-7241
0531-22-1267
0531-37-5911
0532-25-8500
0531-23-3948
0531-22-6084
080-5481-6505
0531-23-2121
0531-23-3733
0531-24-0173
0531-22-2141
0531-24-3351
0531-23-4840
0531-23-1850
0531-23-7579
0531-22-6170
0531-22-0880
0531-22-2115
0531-22-2101
0531-32-1271
0531-22-5622
0531-24-0630
0566-52-4992
0562-33-1680
0562-33-3497
0562-85-9802

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
サントリーロジスティクス株式会社 知多事業所
名港陸運株式会社 本社営業所
三糧輸送株式会社 知多営業所
株式会社丸運 知多営業所

知立市

津島市

東海市

住所
愛知県知多市北浜町１６番２
愛知県知多市北浜町２４－２５
愛知県知多市北浜町２４番５号
愛知県知多市北浜町２６－２

電話番号
0562-33-2301
056-255-1332
0562-55-5151
0562-33-2951

株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店 知多事業所 愛知県知多市北浜町５

0562-39-3200

ヤマト運送株式会社 本社営業所
南星キャリックス株式会社 知立営業所
株式会社エクスプレス知立 本社営業所
ダイシン商事株式会社 豊田営業所
秩父運輸株式会社 本社営業所
有限会社デリッシュ 本社
刈谷配送株式会社 本社営業所
株式会社日新 本社営業所
知立大興株式会社 本社営業所
野々山運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 知立支店
ヤマト運輸株式会社 愛西支店
名鉄運輸株式会社 名古屋西支店
平野商運株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 津島集配センター
西濃運輸株式会社 津島支店
日本郵便株式会社 津島郵便局
有限会社平山運輸 本社営業所
伊藤運送株式会社 本社営業所
有限会社宇佐美共栄社 本社営業所
高末株式会社 東海営業所
伏見運送株式会社 名古屋支店
有限会社蟹江通商 本社営業所
ＪＦＥ物流中部株式会社 名古屋事業所
岡田運輸株式会社 名古屋支店
福山エクスプレス株式会社 東海営業所
川一産業株式会社 名古屋支店東海営業所
富木島運送株式会社 本社営業所
戸田倉庫株式会社 名古屋
アイチ物流株式会社 本社営業所

0566-81-6250
0566-84-5070
0566-72-0070
0567-57-1117
0566-81-3322
0566-83-0141
0566-81-0352
0566-81-1008
0566-81-1135
0566-81-0780
080-5043-3240
0567-24-8538
0567-28-3171
0567-23-1611
0567-23-2100
0567-28-7225
0567-26-2582
0567-31-4096
0567-26-2844
0567-26-4057
0562-33-6066
052-601-5900
052-601-9797
052-604-2021
052-603-1361
052-689-4300
052-603-5415
052-604-3161
052-603-7900
0562-33-1431

※「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。

愛知県知立市逢妻町桜７番３７
愛知県知立市山屋敷町見社８９－１
愛知県知立市新林町平草１ー９
愛知県知立市来迎寺町足軽６４－１Ｃ
愛知県知立市牛田町尼子田１番地１
愛知県知立市新林町平草６８－１
愛知県知立市新林町平草６８－１
愛知県知立市西町宮腰２０番地
愛知県知立市西町宮腰２０番地
愛知県知立市鳥居２丁目１２番地５
愛知県知立市南陽２－１２７，１２８
愛知県津島市越津町字梅之木３８
愛知県津島市元寺町２－１３－１
愛知県津島市老松町４９番地１
愛知県津島市杁前町２－２３
愛知県津島市寺野町字好土２
愛知県津島市松原町２５－２
愛知県津島市神守町字中ノ折１０番地
愛知県津島市大字古川字上割５７０
愛知県津島市埋田町一丁目４９番地
愛知県東海市横須賀町天宝新田１２７－１
愛知県東海市荒尾町見晴２５番１
愛知県東海市荒尾町大高根２－２
愛知県東海市新宝町２９番地
愛知県東海市新宝町４
愛知県東海市浅山一丁目５０番地
愛知県東海市南柴田町トノ割２６６－１６
愛知県東海市富木島町伏見１－７－２０
愛知県東海市名和町北埋田５－１
愛知県東海市横須賀町天宝新田３５－６
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東陽物流株式会社 東海営業所
マルタアマゾン株式会社 元浜営業所
丸太運輸株式会社 元浜営業所
株式会社エヌアールティー 本社営業所
株式会社ショウエイ 本社営業所
株式会社藤大興業 名古屋営業所
高末株式会社 新宝営業所
楠原輸送株式会社 名古屋営業所
岡山県貨物運送株式会社 名古屋南
株式会社テー・エス・シー 愛知
東洋運輸株式会社 中部営業所
株式会社アックス 本社営業所
福山ロジスティクス株式会社 南中部営業所
福山通運株式会社 東海支店
株式会社アイティー物流 東海営業所
知多通運株式会社 本社営業所
株式会社上組 東海支店
日通名古屋製鉄作業株式会社 本社営業所
日鉄住金物流名古屋株式会社 本社営業所
近畿石油輸送株式会社 営業部 東海営業所
大東物流株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 東海支店
名鉄急配株式会社 東海支店
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東海
ヤマト運輸株式会社 東海支店
三栄運輸株式会社 東海営業所
トランコム株式会社 東海ロジスティクスセンター
明倫運輸株式会社 東海営業所
名和陸運有限会社 本社営業所
丸全昭和運輸株式会社 中部特輸営業所
東山物流株式会社 本社営業所
富士物流株式会社 東海営業所
米山運送株式会社 名古屋支店
株式会社丸玉運送 本社営業所
中日本マルエス株式会社 名古屋営業所
日本通運株式会社 名古屋製鉄事業所

※「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
愛知県東海市加木屋町御林１－６５
愛知県東海市元浜町１２－１８
愛知県東海市元浜町１２番地１８
愛知県東海市荒尾町下大脇６番地７
愛知県東海市荒尾町下大脇６番地８
愛知県東海市荒尾町中屋敷８０番地１０
愛知県東海市新宝町３０－２
愛知県東海市新宝町５０７番２２
愛知県東海市新宝町５０７番３９
愛知県東海市新宝町５０７番５０号
愛知県東海市浅山１丁目８０番地
愛知県東海市浅山３丁目２０２番地
愛知県東海市浅山一丁目５０番地
愛知県東海市浅山一丁目５０番地
愛知県東海市浅山三丁目７６番地
愛知県東海市大田町天尾崎３３－２，３
愛知県東海市東海町５－３
愛知県東海市東海町５－３ 新日鐵住金構内
愛知県東海市東海町５丁目３番地
愛知県東海市南柴田町イノ割４４－１１
愛知県東海市南柴田町ハノ割１３８－２８
愛知県東海市南柴田町ロノ割９５－２８
愛知県東海市南柴田町ロノ割９５番１３
愛知県東海市南柴田町二の割１７０－９
愛知県東海市富貴ノ台５－１０６，１１６
愛知県東海市名和町２番割下５０－４
愛知県東海市名和町奥前後７２番
愛知県東海市名和町五番割３番地の１
愛知県東海市名和町五番割８９－１，８４－２
愛知県東海市名和町後酉８７番地１
愛知県東海市名和町汐田西１－１
愛知県東海市名和町中埋田２２番地１
愛知県東海市名和町中埋田２３－５，２３－１０
愛知県東海市名和町天王前３３－１
愛知県東海市名和町二番割下１－１
愛知県東海市名和町二番割下３３－１、２
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電話番号
0562-31-2500
0562-36-1981
0562-33-6051
052-602-1058
052-689-0206
052-604-4707
052-603-2741
052-604-7878
052-603-3011
052-604-6824
052-689-3344
052-629-3939
052-604-9880
052-689-4300
052-602-1357
0562-33-2201
052-603-6131
052-601-2611
052-603-2821
052-603-1385
052-601-7616
052-604-9511
052-603-5361
052-693-5135
052-601-5704
052-601-7771
052-689-1310
052-604-7611
052-603-5130
052-603-8775
052-601-2255
052-689-1226
052-601-6188
052-604-8711
052-604-7734
052-603-0659

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

常滑市

豊明市

豊川市

住所

電話番号

日本通運株式会社 中部重機建設支店
青葉運輸株式会社 本社営業所
園田運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾張横須賀センター
株式会社阪急阪神ロジパートナーズ 中部空港営業所
愛知陸運株式会社 セントレア営業所
名古屋陸送株式会社 セントレア営業所
有限会社間瀬運送 本社営業所
有限会社伊藤運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 常滑支店
有限会社渡邉運輸 本社営業所
田中運送有限会社 本社営業所
富士運輸株式会社 セントレア支店
平野カーゴ株式会社 中部空港営業所
名鉄急配株式会社 セントレア営業所
常滑運輸株式会社 本社営業所
株式会社名孝高速 豊明営業所
アサガミ株式会社 名古屋営業所

愛知県東海市名和町二番割下３３－１、３３－２
愛知県東海市名和町二番割中１９番地１
愛知県東海市名和町北蕨８１番地
愛知県東海市養父町八ヶ池４４・４５
愛知県常滑市セントレア３－１５－２
愛知県常滑市セントレア３－１６－２
愛知県常滑市セントレア３丁目１７番２
愛知県常滑市金山字前田１０６番地
愛知県常滑市港町六丁目１２０番地
愛知県常滑市新開町３－１７、１８
愛知県常滑市千代ヶ丘２丁目５２番地
愛知県常滑市桧原字平井畑４０番地
愛知県常滑市セントレア３丁目１４－６
愛知県常滑市セントレア３丁目１５番地２
愛知県常滑市セントレア三丁目１６番６
愛知県常滑市金山字上砂原１２１番地
愛知県豊明市栄町神田２１－１
愛知県豊明市阿野町奥屋４５

052-603-2202
052-689-2221
052-601-8831
0562-39-2803
0569-38-1334
0569-38-8200
0569-38-7295
0569-42-1359
0569-43-8010
0569-34-2793
0569-34-5825
0569-35-3549
0569-38-0600
0569-38-7208
0569-38-7755
0569-43-4402
0562-96-2400
0562-93-7766

株式会社テスコ 本社

愛知県豊明市阿野町惣作２５－１

0562-74-1941

巴運輸株式会社 豊明営業所
ヤマト運輸株式会社 豊明支店
豊明運輸株式会社 本社営業所
有限会社浜商 笹原営業所
清興運輸株式会社 刈谷営業所
ウカイ梱包運輸株式会社 本社営業所
株式会社ツグリク 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 御津支店
有限会社前田運送 一宮営業所
宝飯陸運株式会社 本社営業所
アキタ株式会社 豊橋営業所
藤原運送株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 豊橋支店
株式会社ＵＡＣＪ物流 豊川営業所
東江運輸株式会社 東海営業所
西濃運輸株式会社 豊川支店

愛知県豊明市沓掛町前田６－１
愛知県豊明市新田町吉池１４－１０
愛知県豊明市新田町錦１－７
愛知県豊明市西川町笹原６番３
愛知県豊明市阿野町稲葉７４－１１
愛知県豊川市伊奈町古当７０－２９０
愛知県豊川市伊奈町野川２４－５
愛知県豊川市為当町椎木１６９、１７０、１７１－２
愛知県豊川市一宮町錦１３７
愛知県豊川市市田町東中野８９－１
愛知県豊川市篠束町仲堀５番１
愛知県豊川市宿町弥重１４７番地，１４８番地
愛知県豊川市小坂井町八幡田９－２
愛知県豊川市大木町字新道１２３－４
愛知県豊川市穂の原３－３０
愛知県豊川市本野ヶ原３－８５

0562-93-3500
080-5098-1109
0562-93-8770
0562-38-5147
0562-92-3980
0533-78-3518
0533-75-6210
080-5043-3274
0533-93-0102
0533-85-1121
0533-72-3288
0533-78-2201
0533-78-4151
0533-93-2849
0533-84-3292
0533-85-3331

※「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）

輸送機械・輸送機械部品、機械・機械
部品、飲料等

市区郡名

事業所名
名鉄急配株式会社 豊橋営業所
サンセツ運輸株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 豊川営業所
株式会社サンワネッツ 豊川営業所
清好運輸株式会社 北営業所
有限会社美宏商事 本社営業所
日本通運株式会社 三河警送事業所 豊橋警送課
ヤマト運輸株式会社 豊川支店
日通東愛知運輸株式会社 本社営業所
株式会社上組 豊川支店
昭豊運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジス・ワークス 愛知事業所
新潟運輸株式会社 豊川支店
中部三和物流株式会社 豊橋営業所
協和陸運株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 豊川営業所
サーラ物流株式会社 豊川営業所
サーラ物流株式会社 輸送豊川営業所
清好運輸株式会社 本社営業所
中央輸送株式会社 小坂井営業所
第一貨物株式会社 豊橋支店
トラックス株式会社 本社営業所
株式会社東海ロジテム 本社営業所
理化トランスポート株式会社 音羽営業所
トヨコンロジスティクス株式会社 豊川営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 豊川営業所
有限会社吉田商事 本社営業所
東海ワークス株式会社 本社営業所
山三石油運輸株式会社 本社営業所
株式会社カネコ運輸 本社営業所
ジャパンフーズ物流株式会社 豊川営業所
タカラ梱包輸送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 豊川営業所
愛知陸運株式会社 豊川営業所
名鉄運輸株式会社 豊橋支店
西濃エキスプレス株式会社 豊川営業所

※「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
愛知県豊川市本野ヶ原三丁目６３番地
愛知県豊川市伊奈町慶応３５０番地１
愛知県豊川市伊奈町古当１７８番地４
愛知県豊川市伊奈町野川２４－５
愛知県豊川市一宮町宮前１６２－１
愛知県豊川市一宮町泉１０９－５
愛知県豊川市下長山町宮下１４番１，１５番１
愛知県豊川市牛久保町城下８
愛知県豊川市牛久保町城下８５－１
愛知県豊川市金屋西町１丁目８
愛知県豊川市御津町広石字市場３６－３
愛知県豊川市御津町佐脇浜２号地１－１０
愛知県豊川市桜町３－３－１０
愛知県豊川市市田町谷源次３－１
愛知県豊川市篠田町弘法野３８
愛知県豊川市篠田町市道１０
愛知県豊川市宿町野川１番地２７
愛知県豊川市宿町野川１番地２７
愛知県豊川市宿町野川１番地の４４
愛知県豊川市小坂井町宮下７７番地の１
愛知県豊川市小坂井町道地３０番地１
愛知県豊川市小坂井町野地４７
愛知県豊川市上長山町手取８番地１３０
愛知県豊川市赤坂町平山１－１
愛知県豊川市大崎町上金居場５３
愛知県豊川市大堀町７０
愛知県豊川市大木町新道３３１－１
愛知県豊川市白鳥町穴田５７－１
愛知県豊川市白鳥町山桃２２－１
愛知県豊川市八幡町新堀４８番地３
愛知県豊川市穂ノ原３－２－７
愛知県豊川市穂ノ原３丁目２番地２２
愛知県豊川市豊が丘町１１３
愛知県豊川市本野ケ原２－６２，６３
愛知県豊川市本野ケ原３－６３
愛知県豊川市本野ヶ原３丁目８５
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0533-65-7772
0533-78-2323
0533-73-1573
0533-73-2311
0533-93-5179
0533-80-7307
0533-89-4770
080-5043-3011
0533-84-8131
0533-84-6510
0533-75-2770
0533-76-4611
0533-84-2111
0533-86-8130
0533-92-1360
0533-93-6535
0533-85-5959
0533-85-5953
0533-78-3870
0533-78-2519 食料品
0533-72-7191
0533-65-8539
0533-92-1411 輸送機械・輸送機械部品
0533-87-3913
0533-86-0804
0533-83-2120
0533-92-2203
0533-83-0641
0533-88-2131
0533-80-2515
0533-80-2600
0533-86-8211
0533-85-8077
0533-85-6161
0533-85-0381
0533-85-3382

市区郡名
豊田市

事業所名
福山通運株式会社 豊橋支店
中部陸運株式会社 本社営業所
有限会社いなべ物流サービス 豊田営業所
愛陸急送株式会社 本社営業所
株式会社寿陸運 猿投営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 猿投営業所
株式会社寿陸運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 愛知足助センター
岡崎通運株式会社 高岡ロジネット・センター
株式会社寿陸運 堤営業所
碧南運送株式会社 豊田営業所
大橋運輸株式会社 篠原営業所
名古屋東部陸運株式会社 篠原営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田浄水支店
日豊高速運輸株式会社 豊田営業所
名古屋東部陸運株式会社 本社営業所
有限会社四ツ葉トラネット 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田若園支店
ウェルポート株式会社 愛知豊田営業所
株式会社マルノウチ 豊田営業所
シグマロジスティクス株式会社 豊田営業所
有限会社八光 本社営業所
メイシン運輸株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 豊田支店
ヤマト運輸株式会社 豊田保見センター
大橋運輸株式会社 豊田
エーナン運輸株式会社 本社営業所
株式会社ケー・ツー 本社営業所
株式会社ロジコム・アイ 名古屋営業所
日発運輸株式会社 中部配送センター
総和運輸株式会社 下市場営業所
三栄運輸株式会社 豊田営業所
東伸運輸株式会社 豊田営業所
株式会社ＨＯＴＲＥＸ 本社営業所
トヨタ輸送中部株式会社 吉原営業所

※「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
愛知県豊川市本野ヶ原４丁目１番地
愛知県豊田市井上町５丁目８０
愛知県豊田市永覚町上長根３５番地６１
愛知県豊田市鴛鴨町石川１５６番地
愛知県豊田市亀首町下向イ田５２－６
愛知県豊田市亀首町金山８８番地
愛知県豊田市吉原町平子４３
愛知県豊田市御蔵町池鳥１０番地１
愛知県豊田市高岡町大西１４
愛知県豊田市高岡町東浦６５番地
愛知県豊田市高岡本町南３６
愛知県豊田市篠原町芝崎１２番地１
愛知県豊田市篠原町敷田３７－６
愛知県豊田市小坂本町２丁目６２番地１
愛知県豊田市深見町木戸３７０番地
愛知県豊田市西新町７－７７－１
愛知県豊田市中町中前７－８
愛知県豊田市朝日町１－２１－２０
愛知県豊田市堤町寺池上６３－３
愛知県豊田市堤町道田２１－８
愛知県豊田市堤町六本松４－６
愛知県豊田市東新町６丁目２２番地１
愛知県豊田市本町石根３
愛知県豊田市本田町神明戸２２
愛知県豊田市生駒町切戸２１－１
愛知県豊田市伊保町下川原９２番１
愛知県豊田市衣ヶ原３丁目１１番地
愛知県豊田市永覚町下山畑８６－１
愛知県豊田市猿投町神郷９４番５
愛知県豊田市鴛鴨町郷上２００
愛知県豊田市鴛鴨町郷上２００
愛知県豊田市下市場町３丁目１９番地
愛知県豊田市花園町南大切１３５
愛知県豊田市花本町井前１番８
愛知県豊田市丸山町３－４７－１
愛知県豊田市吉原町平子２６番地１０５
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電話番号
0533-85-1331
0565-45-0019
0565-71-0180
0565-41-5711
0565-43-2010
0565-46-9276
0565-54-0050
080-6604-5437
0565-51-5660
0565-51-1161
0565-52-3235
0565-48-1084
0565-48-3939
080-6604-5427
0565-75-3010
0565-33-6351
0565-52-4033
0565-32-7275
080-6604-5429
0565-51-5515
0565-52-0221
080-5176-5070
0565-53-7008
0565-53-6221
0565-77-1082
080-6604-5431
0565-54-0084
0565-21-2793
0565-46-9090
0565-25-9611
0565-21-9111
0565-31-2323
0565-52-1721
0565-46-8838
0565-28-5384
0565-53-3388

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
トヨタ輸送株式会社 本社営業所
丹羽商株式会社 本社営業所
有限会社大新運輸 本社営業所
日本通運株式会社 豊田支店
日通三河運輸株式会社 豊田営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 豊田営業所
南星キャリックス株式会社 豊田営業所
三栄工業株式会社 輸送事業部
有限会社トキキャリーサービス 豊田営業所
大興運輸株式会社 豊田支店
亀山急送株式会社 豊田営業所
愛知陸運株式会社 細谷営業所
有限会社佐々木梱包 本社営業所
株式会社森商 本社営業所
有限会社ニシカワ運輸 本社営業所
株式会社キョウエイファイン 本社
日本郵便株式会社 豊田郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊田松平支店
ヤマト運輸株式会社 豊田若宮センター
佐川急便株式会社 豊田営業所
豊鉄運輸株式会社 本社営業所
キユーソーティス株式会社 挙母営業所
スターライン株式会社 豊田営業所
株式会社内山 本社営業所
中発運輸株式会社 藤岡営業所
株式会社ユーティー・サービス 本社営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 豊田南営業所
松岡満運輸株式会社 豊田営業所
理化トランスポート株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田藤岡センター
エムケー物流株式会社 本社営業所
株式会社コトー 豊田営業所
愛知陸運株式会社 豊田物流センター
ＴＢ物流サービス株式会社 高岡営業所
株式会社鈴商 本社営業所
朝日ケ丘運輸株式会社 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
愛知県豊田市元町２
愛知県豊田市御船町山ノ神５６番地２７９
愛知県豊田市御船町山ノ神５６番地２９３
愛知県豊田市広久手町３－２４
愛知県豊田市広久手町３丁目２５－１
愛知県豊田市広美町北繁８４
愛知県豊田市荒井町寿田２１番
愛知県豊田市高岡町巾着２６
愛知県豊田市高岡町新宮２番３
愛知県豊田市高岡町大西２３
愛知県豊田市高岡本町秋葉９２番３
愛知県豊田市細谷町１丁目７１－１ ７１－２
愛知県豊田市三軒町５丁目２６－１
愛知県豊田市三軒町８丁目８２番地
愛知県豊田市寿町８丁目６６番地１
愛知県豊田市寿町８丁目７０番地１
愛知県豊田市十塚町２丁目１６－１
愛知県豊田市渋谷町１－１－１７
愛知県豊田市松ヶ枝町３丁目６番１
愛知県豊田市上丘町大下２２
愛知県豊田市上郷町１丁目１７
愛知県豊田市上原町西山２３７－２
愛知県豊田市浄水町伊保原６１１－１
愛知県豊田市浄水町原山１－１０１，１－１３７
愛知県豊田市深見町向イ洞１０７１－１
愛知県豊田市深田町１丁目１２６番地１
愛知県豊田市生駒町切戸１７番１
愛知県豊田市西岡町長土井３８番地１
愛知県豊田市西岡町弁財２９
愛知県豊田市西中山町山ノ田２０番７、２０番８
愛知県豊田市西中山町東宮前３２－１
愛知県豊田市西中山町又吉洞８番３０
愛知県豊田市前林町住吉３２・３３・３４
愛知県豊田市大島町前畑１番地の１
愛知県豊田市大林町１０丁目３番地７
愛知県豊田市朝日ケ丘３－２５
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電話番号
0565-28-5554
0565-43-2840
0565-46-8731
0565-31-8748
0565-42-3470
0565-25-0056
0565-46-0220
0565-53-8125
0565-51-6505
0565-51-6101
0565-41-8950
0565-29-5257
0565-33-1561
0565-42-5951
0565-25-1617
0565-25-1815
0565-32-0320
080-6604-5430
080-6699-0676
0565-51-3222
0565-21-1188
0565-46-9121
0565-43-1301
0565-45-8977
0565-76-7211
0565-25-3883
0565-59-3132
0565-81-0160
0565-51-3981
080-5451-6309
0565-76-2411
0565-76-0924
0565-51-3100
0565-52-9524
0565-51-2511
0565-32-7111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

豊橋市

事業所名
株式会社エー・ティー物流 本店営業所
トヨキン株式会社 貞宝工場営業所
トヨタ輸送株式会社 堤営業所
夏目運輸株式会社 豊田営業所
トヨタ倉庫運輸株式会社 本社営業所
丸東運輸株式会社 豊田営業所
トヨタ輸送中部株式会社 堤営業所
東電運輸株式会社 豊田営業所
株式会社バンテックセントラル 豊田営業所
太平産業株式会社 豊田支店
日発運輸株式会社 豊田梅坪営業所
藤岡運輸株式会社 本社営業所
山城急配株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田上郷センター
岡通運輸株式会社 本社営業所
岡通軽貨物急送株式会社 本社営業所
株式会社エスラインギフ 豊田営業所
株式会社チヨダロジスティックスナゴヤ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊田豊栄センター
日発運輸株式会社 豊田配送センター
岩田運輸株式会社 豊田営業所
トヨタ輸送株式会社 高岡営業所
パナシアロジ株式会社 豊田営業所
熊野輸送株式会社 名古屋営業所
豊商運株式会社 豊田営業所
株式会社小川産業 豊田営業所
株式会社ユーネットランス 豊橋営業所
タカラ梱包輸送株式会社 豊橋東営業所
綜合警備保障株式会社 警送愛知支社 豊橋警送営業所
株式会社サカイ引越センター 豊橋支社
株式会社太平商会 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋飯村センター
日本郵便輸送株式会社 豊橋
あさひ物流株式会社 本社営業所
東海運送有限会社 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

電話番号

愛知県豊田市朝日町５丁目２３番地５２
愛知県豊田市貞宝町貞宝８番地１８５
愛知県豊田市堤町寺池７７－１
愛知県豊田市堤町寺池８９－１
愛知県豊田市堤町道田１５，１６，１７
愛知県豊田市堤町六本松３－１
愛知県豊田市堤町六本松６番地
愛知県豊田市堤本町下見１－１
愛知県豊田市堤本町落田６
愛知県豊田市田籾町広久手６１４－３５
愛知県豊田市東梅坪町５－１－１２
愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇３７９－１
愛知県豊田市日之出町１－７－８
愛知県豊田市配津町神ノ木１０９番地
愛知県豊田市福受町下ノ切２１８－２，２１９
愛知県豊田市福受町下ノ切２１８－２、２１９
愛知県豊田市福受町下ノ切３３
愛知県豊田市福受町中ノ切２１６
愛知県豊田市豊栄町３丁目１２７
愛知県豊田市本新町６－２０
愛知県豊田市本町高耕３０番地６
愛知県豊田市本田町三光６－１
愛知県豊田市本田町洞ノ脇４０番地
愛知県豊田市本田町北ノ脇７４
愛知県豊田市竜神町桃山１０
愛知県豊田市緑ケ丘５丁目１３－８
愛知県豊橋市明海町４番６８
愛知県豊橋市細谷町字東松ケ谷１３７－１
愛知県豊橋市駅前大通１丁目２７
愛知県豊橋市下地町橋口４６－２
愛知県豊橋市下地町新道４番地１－１ エルディム新道
Ａ－２０２
愛知県豊橋市岩屋町字岩屋西１２－２
愛知県豊橋市駒形町字海中５８－１
愛知県豊橋市原町字狢山９
愛知県豊橋市菰口町六丁目４番地

0565-32-2431
0565-34-2020
0565-52-2132
0565-53-3588
0565-52-5551
0565-53-3081
0565-53-6711
0565-51-2431
0565-51-1742
0565-48-2400
0565-32-7680
0565-76-2016
0565-32-0456
080-6698-9676
0565-21-1379
0565-21-1100
0565-21-6101
0565-21-5702
080-5045-8699
0565-31-0466
0565-53-0400
0565-52-2123
0565-41-6554
0565-53-0096
0565-28-6955
0565-29-2700
0532-23-5656
0532-29-5350
0532-54-6001
0532-57-5511
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0532-53-6001
080-5451-3653
0532-47-3408
0532-41-2181
0532-31-7221

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

主な輸送品目（任意掲載）

住所

電話番号
0532-35-4688
0532-21-3200
0532-25-9501
0532-29-7700
0532-88-2670
0532-21-1456
0532-29-5005

日本陸送株式会社 豊橋営業所
神野臨海株式会社 本社営業所
東陽物流株式会社 豊橋営業所
日本通運株式会社 豊橋支店海運営業所
豊橋港陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋神野支店
株式会社光洋 本社営業所
三河重機興業株式会社 本社営業所
株式会社マイシン 本社営業所
五島海運株式会社 豊橋営業所
東海ワークス株式会社 豊橋物流センター営業所
豊月運送株式会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 豊橋出張所
株式会社ＡＳＴＲＡ 本社営業所
ジェイエイ・トービス株式会社 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋西幸支店

愛知県豊橋市高洲町字小島１４１－５
愛知県豊橋市細谷町字井上１１５－１
愛知県豊橋市若松町字中山５６９番地
愛知県豊橋市若松町字中山８５４番地
愛知県豊橋市住吉町２０２番地の１
愛知県豊橋市小島町字荒巻９２－３９
愛知県豊橋市小島町字上田濃９９番地１
愛知県豊橋市新栄町字南小向５１－１，５２－１，５３
－１，５４，５４－１，５４－２，５４－３
愛知県豊橋市神野ふ頭町１－１２
愛知県豊橋市神野ふ頭町２番地２
愛知県豊橋市神野ふ頭町３－２４
愛知県豊橋市神野ふ頭町５－１
愛知県豊橋市神野新田町字カノ割８１
愛知県豊橋市神野新田町字タノ割５３
愛知県豊橋市神野新田町字チノ割３－１
愛知県豊橋市神野新田町字トノ割１２－１
愛知県豊橋市神野新田町字トノ割１５－１
愛知県豊橋市神野新田町字ヌノ割１４番地１
愛知県豊橋市神野新田町字メノ割３３番地２
愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割２８－１
愛知県豊橋市神野西町１丁目１－７
愛知県豊橋市清須町字天神４５番地１
愛知県豊橋市西幸町字笠松９２－１
愛知県豊橋市西幸町浜池１１８－１

株式会社丸運 豊橋物流センター

愛知県豊橋市西山町字西山１８７－８

0532-21-1311

ヤマト運輸株式会社 豊橋川崎センター
中央輸送株式会社 本社営業所
有限会社三洲運輸 本社営業所
新英運輸株式会社 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋二川センター
レンゴーロジスティクス株式会社 豊橋営業所
日本郵便株式会社 豊橋南郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊橋小鷹野支店
ヤマヒロ運送株式会社 本社営業所

愛知県豊橋市川崎町２８４番５
愛知県豊橋市船渡町字前田５０－１
愛知県豊橋市大岩町字久保田４８－２０
愛知県豊橋市大岩町字久保田４８－５８
愛知県豊橋市大岩町字黒下３５－１
愛知県豊橋市中原町字大池１
愛知県豊橋市中野町字上新切１－１
愛知県豊橋市忠興３－１０－５
愛知県豊橋市天伯町字東天伯５－３

080-5481-7248
0532-25-3162 食料品
0532-41-1506
0532-41-3701
080-5043-3173
0532-41-3195
0532-47-6902
080-5043-3230
0532-37-5570

名阪急配株式会社 豊橋サテライト
渥美運輸株式会社 本社営業所
三星運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 豊橋営業所
株式会社三栄建材 本社営業所
南部輸送有限会社 本社営業所
ホイテクノ物流株式会社 特輸事業部
ヤマト運輸株式会社 豊橋新栄支店

※「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。

40／49 ページ

080-6698-6426
0532-34-7600
0532-31-4452
0532-32-4662
0532-32-1875
0532-31-2310
080-5451-7662
0532-33-0300
0532-33-1045
0532-31-4610
0532-34-7210
0532-34-2251
0532-32-7459
0532-35-1203
0532-31-1221
0532-46-2733
080-5043-3179
伸銅品、アルミ・ステンレス材、日用
品・雑貨、食料品

市区郡名

事業所名
株式会社藤通 本社営業所
カリツー株式会社 豊橋営業所
株式会社丸玉運送豊橋 本社営業所
日本通運株式会社 豊橋物流センター
岡村運送株式会社 本社営業所
鈴與自動車運送株式会社 豊橋営業所
株式会社井口運輸 本社営業所
愛知陸運株式会社 大崎営業所
株式会社藤城運輸 豊橋営業所
渥美運輸株式会社 トピー事業所
トラスト運輸有限会社 本社営業所
磯部運輸倉庫株式会社 豊橋営業所
三栄運輸株式会社 豊橋営業所
株式会社日立物流中部 豊橋営業所
豊塩運送株式会社 明海営業所
カリツー株式会社 渥美営業所
豊橋センコー運輸株式会社 本社営業所
東洋メビウス株式会社 豊橋支店
株式会社エスラインギフ 豊橋営業所
向島運送株式会社 豊橋営業所
株式会社トーショー 豊橋営業所
株式会社上組 豊川支店豊橋出張所
五島運輸倉庫株式会社 豊橋営業所
ヤマト運輸株式会社 豊橋野依センター
株式会社武知 豊橋営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 豊橋営業所
株式会社犬塚運輸 本社営業所
有限会社ツツイコーポレーション 本社営業所
渥美運輸株式会社 植田営業所
斉藤運送有限会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 豊橋営業所
西濃運輸株式会社 豊橋支店
サーラ物流株式会社 豊橋港営業所
衣浦物流株式会社 豊橋営業所
スリーエー物流株式会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 豊橋営業所

※「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
愛知県豊橋市天伯町字美吉９－１
愛知県豊橋市東細谷町字奥田９７－２８
愛知県豊橋市二川町南裏１５－１
愛知県豊橋市北島町字中川原１４１－２
愛知県豊橋市明海町２－２４
愛知県豊橋市明海町２－２６
愛知県豊橋市明海町２－３６
愛知県豊橋市明海町２－４３
愛知県豊橋市明海町２－５６
愛知県豊橋市明海町２番地２８
愛知県豊橋市明海町２番地３４
愛知県豊橋市明海町３３－１１
愛知県豊橋市明海町３３－１９
愛知県豊橋市明海町３３－２０
愛知県豊橋市明海町３３－３７
愛知県豊橋市明海町３３－３８
愛知県豊橋市明海町３３番地の１２
愛知県豊橋市明海町３－６０
愛知県豊橋市明海町４－２７
愛知県豊橋市明海町４－５３
愛知県豊橋市明海町４－７１
愛知県豊橋市明海町５－７４
愛知県豊橋市明海町５番地１
愛知県豊橋市野依町字諏訪９８
愛知県豊橋市老津町字新田１２番地の１
愛知県豊橋市下地町字門４４－１－１
愛知県豊橋市牛川町字ギロウ２９－１
愛知県豊橋市小向町字内田１３番地の８
愛知県豊橋市植田町字向新切２５－１
愛知県豊橋市神野ふ頭町３番地１９
愛知県豊橋市神野新田町タノ割５３番地
愛知県豊橋市神野新田町ヌノ割１６－１
愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割２０番地の１
愛知県豊橋市神野西町１丁目２番地
愛知県豊橋市西浜町７番地６ ボナール前芝３０１
愛知県豊橋市石巻萩平町字長土呂１－３
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電話番号
0532-37-0450
0532-41-5228
0532-65-5575
0532-52-6378
0532-25-5011
0532-25-5071
0532-25-4131
0532-25-3868
0532-25-7846
0532-25-4365
0532-29-2930
0532-25-6011
0532-25-5911
0532-25-7756
0532-25-2932
0532-25-7277
0532-25-4621
0532-23-2195
0532-23-3731
0532-23-2853
0532-23-3802
0532-23-1982
0532-29-2722
080-5098-1244
0532-39-6152
0532-54-8301
0532-54-8880
0532-34-7881
0532-25-5080
0532-33-1588
0532-34-2519
0532-33-1133
0532-31-6225
0533-69-4185
0532-39-9277
0532-88-1073

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

長久手市

西尾市

事業所名
中島丸寛株式会社 本社営業所
株式会社松下運輸 豊橋営業所
有限会社フジミ運輸 本社営業所
株式会社まるかわ運輸 本社営業所
株式会社アイ・エイチサービス 本社営業所
金田運輸株式会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 豊橋営業所
株式会社睦運送 本社営業所
和泉運輸株式会社 豊橋営業所
アキタ株式会社 明海営業所
有限会社ワンプラスワン 豊橋営業所
渥美運輸株式会社 柳生橋営業所
株式会社久津運送店 本社営業所
名鉄運輸株式会社 名古屋東支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 愛知支店
ヤマト運輸株式会社 愛知主管支店
株式会社フジ流通 愛知営業所
株式会社三州一色 本社営業所
有限会社高蔵運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西尾中央センター
羽塚運輸株式会社 本社営業所
エイト商会株式会社 本社営業所
有限会社中鋳物流 本社営業所
碧南運送株式会社 吉良営業所
丸定運輸株式会社 本社営業所
株式会社井上運輸 本社営業所
河合商運有限会社 本社営業所
西尾運輸株式会社 本社
三ケ根運輸有限会社 三ヶ根運輸物流センター
株式会社今井重機 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西尾支店
黒川商事株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 西尾営業所
ヤマト運輸株式会社 西尾北センター
株式会社丸運 西尾物流センター
ヒロセーロジ株式会社 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
愛知県豊橋市東細谷町字一里山８９番地の１
愛知県豊橋市東七根町字一の沢１１１
愛知県豊橋市豊栄町字東１６９－３，１６９－５
愛知県豊橋市豊清町字籠田５０－３
愛知県豊橋市牟呂市場町２３番地４
愛知県豊橋市明海町２－３０
愛知県豊橋市明海町２－３９
愛知県豊橋市明海町２－５７
愛知県豊橋市明海町４番５０
愛知県豊橋市明海町５番地１
愛知県豊橋市明海町５番地の１
愛知県豊橋市柳生町３４番地
愛知県長久手市茨ヶ廻間１５３３－６３３
愛知県長久手市岩作三ケ峯２－１１００
愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池２６番１
愛知県長久手市前熊寺田１８，前熊中井３３－４
愛知県長久手市打越５１６番地
愛知県西尾市一色町野田堤外２７－１
愛知県西尾市下町毛勝１５番地２６
愛知県西尾市下町毛勝８２番地
愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０－１
愛知県西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷１７番地の６
愛知県西尾市吉良町上横須賀的場３番地３
愛知県西尾市吉良町瀬戸寄名山２－１，２－４
愛知県西尾市桜町中新田５１番地５
愛知県西尾市新在家町村北６－１
愛知県西尾市新在家町中土井１１－３
愛知県西尾市須脇町大境１３
愛知県西尾市西幡豆町黒松８２
愛知県西尾市丁田町上ノ切４８－１，４７－１
愛知県西尾市天竹町河原３７－１
愛知県西尾市楠村町明神左右１２－１
愛知県西尾市楠村町明神左右１４－２
愛知県西尾市八ツ面町梅の宮４６－１
愛知県西尾市米津町八百目２８－１１
愛知県西尾市伊藤町クテ１１番地１４
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電話番号
0532-43-2001
0532-44-5111
0532-41-7807
0532-41-5611
0532-33-3318
0532-25-5031
0532-25-3213
0532-25-5511
0532-23-2516
0532-39-4408
0532-29-6833
0532-45-6105
0561-64-1355
0561-61-2411
0561-61-0300
0561-61-5006
0561-62-4939
0563-73-4914
0563-57-1022
080-6604-5977
0563-59-8308
0563-35-3172
0563-35-2393
0563-35-3366
0563-56-4216
0563-54-3292
0563-54-3795
0563-56-5561
0563-62-5811
0563-54-7108
080-5043-3071
0563-55-9777
0563-58-8811
080-5045-7728
0563-53-7000
0566-91-1313

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

日進市

半田市

事業所名
ダイハツレンタリース名古屋株式会社 本社営業所
名城運輸有限会社 本社営業所
株式会社やまひろ運輸 本社営業所
株式会社東和ロジスティクス 本社営業所
エスケイライン株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 西尾営業所
西濃運輸株式会社 名古屋東支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 名東営業所
名古屋特殊自動車株式会社 日進営業所
花王ロジスティクス株式会社 日進営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 日進共配センター
株式会社アイソネットライン 中京営業所
株式会社ベストランス 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 日進支店
株式会社アルプスウェイ 日進営業所
名鉄運輸株式会社 半田支店
光陽ケミカル株式会社 本社営業所
株式会社ニッシン物流 本社営業所
日本通運株式会社 半田支店
戸田通商有限会社 半田営業所
石田運送株式会社 横川営業所
長友運輸有限会社 本社営業所
株式会社杉田商店 本社営業所
丸半運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 半田支店
株式会社杉孝 名古屋営業所
大興運輸株式会社 半田支店
大興運輸株式会社 半田物流センター
日本ロジテム株式会社 名古屋営業所 半田センター
共立輸送株式会社 名古屋営業所
株式会社豊福組運輸 半田営業所
ロジトライ中部株式会社 知多事業所
阿久比運輸株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 名南営業所
衣浦物流株式会社 本社営業所
有限会社愛知高速運輸 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

電話番号

愛知県西尾市家武町居成山２２番地５
愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０番地
愛知県西尾市吉良町乙川白浜７５番地
愛知県西尾市熊味町北十五夜５２－４
愛知県西尾市新村町元屋敷２６５番地２
愛知県西尾市長縄町七ツ田５３－１
愛知県日進市浅田町美濃輪１－１２
愛知県日進市浅田町美濃輪１番１２
愛知県日進市浅田平子１－２９
愛知県日進市藤島町長塚７４－２１
愛知県日進市藤島町長塚７４－２２
愛知県日進市藤島町長塚７４－２２
愛知県日進市藤島町長塚７４番２２
愛知県日進市米野木町家下１１６－１
愛知県日進市藤島町長塚７４―２２
愛知県半田市１１－１８－９
愛知県半田市１１号地１８－１４
愛知県半田市１１号地１８－２０
愛知県半田市１１号地１８－８
愛知県半田市稲穂町８丁目２３－２
愛知県半田市横川町１丁目８番地
愛知県半田市花園町二丁目９番地の１７
愛知県半田市港町３－１２６
愛知県半田市山崎町１１
愛知県半田市山代町一丁目１０６番地の４
愛知県半田市州の崎町２番４４
愛知県半田市州の崎町２－１３６
愛知県半田市洲の崎町２番地１８
愛知県半田市瑞穂町４－７－５
愛知県半田市瑞穂町７丁目１０番１４号
愛知県半田市瑞穂町７丁目４－２３
愛知県半田市瑞穂町８－１２－１２
愛知県半田市川田町１７７番地１
愛知県半田市中億田町１５１、１５２、１６０、１６１
愛知県半田市潮干町１番地１７
愛知県半田市潮干町２番地の３

0563-55-5101
0563-35-3100
0563-32-0906
0563-52-2111
0563-52-0188
0563-53-8292
052-678-4303
052-808-1967
052-802-4036
0561-72-7501
0561-75-6030
0561-74-7801
0568-72-8415
0561-74-2346
0561-74-7610
0569-21-2551
0569-23-8787
0569-24-0700
0569-21-2581
0569-28-4510
0569-29-0300
0569-89-9323
0569-21-4076
0569-21-0139
0569-21-0485
0569-89-9850
0569-29-2821
0569-20-0808
0569-21-1822
0569-24-5160
0569-26-6811
0562-55-3257
0569-22-6511
0569-23-1121
0569-20-0212
0569-20-1601
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

碧南市

みよし市

事業所名
日本郵便株式会社 半田郵便局
久栄運輸株式会社 本社営業所
伊藤運輸株式会社 半田営業所
山治運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 半田乙川センター
剣運輸有限会社 本社営業所
名鉄急配株式会社 半田営業所
株式会社フジトランスライナー 半田営業所
丸共通運株式会社 半田営業所
東海ＹＭトランス株式会社 本社営業所
株式会社グリーンサービス 半田営業所
ダイセー倉庫運輸株式会社 半田営業所
南星キャリックス株式会社 半田営業所
株式会社ＴＫ物流 本社営業所
中発運輸株式会社 碧南営業所
ロジテック株式会社 碧南営業所
中電輸送サービス株式会社 碧南営業所
丸共通運株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 碧南
東和物流株式会社 本社営業所
碧南運送株式会社 碧南営業所
栄光陸運株式会社 本社営業所
吉良運輸株式会社 本社営業所
碧南小型運送株式会社 本社営業所
北野運輸株式会社 本社営業所
丸共通運株式会社 衣浦営業所
株式会社大興 名古屋
中部カーサービス株式会社 衣浦営業所
揖斐川工業運輸株式会社 碧南営業所
東海ローディング株式会社 安城営業所
北港運輸株式会社 豊田支店
株式会社東液供給センター 三好事業所
大石梱包株式会社 三好丘営業所
スリーエス有限会社 本社営業所
岩田運輸株式会社 三好営業所

※「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

愛知県半田市東洋町１丁目５－２
愛知県半田市日東町１－６
愛知県半田市日東町１番２１号内
愛知県半田市飯森町８－２
愛知県半田市浜田町１丁目６９－２
愛知県半田市有楽町６丁目２２６番地の１
愛知県半田市１１号地１８番９
愛知県半田市１１号地１９－２
愛知県半田市１１号地１９番地２
愛知県半田市宮本町３丁目２０５番地の６
愛知県半田市宮路町２６６番地キラクハイツ１０２
愛知県半田市州の崎町２番地１１４
愛知県半田市板山町１０丁目１０５－１
愛知県半田市鴉根町３丁目７番地１２
愛知県碧南市屋敷町４丁目３番地
愛知県碧南市玉津浦町２－１３
愛知県碧南市港南町二丁目８－２
愛知県碧南市港本町１－１９
愛知県碧南市港本町１－２４
愛知県碧南市志貴崎町５丁目２２番地
愛知県碧南市須磨町２－２２
愛知県碧南市吹上町４－２３－１
愛知県碧南市天神町２丁目１８
愛知県碧南市田尻町３－１００
愛知県碧南市田尻町３丁目３５
愛知県碧南市浜町２番地１３
愛知県碧南市明石町１０
愛知県碧南市明石町１０番地
愛知県碧南市港本町１－２２
愛知県碧南市明石町７－１３
愛知県みよし市根浦町５丁目２番５
愛知県みよし市根浦町七丁目１番地８
愛知県みよし市三好丘２丁目６－４
愛知県みよし市三好丘一丁目３番地３ サニーサイド三
好ヶ丘１０１号室
愛知県みよし市三好町東山５番地３９

0569-21-0600
0569-24-6067
0569-23-7297
0569-22-3138
0569-25-1346
0569-24-6510
0569-23-1171
0569-23-7400
0569-25-1481
0569-26-6452
0569-32-3651
0569-29-6700
0569-20-5661
0569-27-8077
0566-48-1021
0566-48-5721
0566-48-5093
0566-48-3212
0566-48-2631
0566-48-6282
0566-42-9199
0566-48-3357
0566-48-2223
0566-48-2550
0566-41-0739
0566-42-1160
0566-43-5831
0566-45-5269
0566-48-6121
0566-42-4941
0561-33-0560
0561-33-4351
0565-48-4227
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0561-36-3677
0561-34-3073

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

ヤマト運輸株式会社 みよし支店
株式会社河村産業 本社営業所
株式会社ユーネットランス みよし物流センター
中発運輸株式会社 三好営業所
株式会社東海車輌 本社営業所
株式会社カネヨシ 本社営業所
日急株式会社 三好営業所
山陽自動車運送株式会社 みよし支店
ＴＧロジスティクス株式会社 みよし営業所
丸久運輸株式会社 みよし営業所
ヤマト運輸株式会社 みよし支店
小出運送株式会社 本社営業所
野元工業株式会社 本社営業所
名東急送株式会社
弥富市

本社営業所

名古屋陸送株式会社 弥富営業所
唐津運輸株式会社 本社営業所
株式会社内山 名古屋営業所
ヤマト運輸株式会社 弥富センター
株式会社ダイコー商運 名古屋営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 名古屋営業
所
近物レックス株式会社 西名古屋支店
丸う運輸株式会社 本社営業所
株式会社カネックス 本社営業所
新和運輸株式会社 本社営業所
磯部運輸倉庫株式会社 飛島営業所
中部システム有限会社 本社営業所
伊勢湾陸運株式会社 本社営業所
株式会社日硝ハイウエー 弥富
東洋陸運株式会社 名古屋営業所
日本高速輸送株式会社 名古屋支店 名古屋営業所
中京陸運株式会社 湾岸営業所
株式会社丸運 名古屋物流センター
東陽物流株式会社 西部営業所
由良陸運株式会社 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

電話番号

愛知県みよし市西一色町塚ノ下３５番１
愛知県みよし市打越町新池浦２６３番地
愛知県みよし市打越町南二池下６０番地
愛知県みよし市福田町権現山２９－５
愛知県みよし市明知町八和田山２番地２３
愛知県みよし市莇生町辰己山１０１
愛知県みよし市莇生町平地８４番地
愛知県みよし市根浦町６丁目２－１８
愛知県みよし市根浦町６丁目２番１８
愛知県みよし市根浦町６丁目２番地１８
愛知県みよし市三好町金田１－１
愛知県みよし市西一色町池ノ内１３番地１
愛知県みよし市福谷町根浦２７番地６４１
愛知県三好根浦特定土地区画整理８街区１１番（従前
地・西加茂郡三好町大字福谷字根浦３番地２）
愛知県弥富市三稲一丁目４０番
愛知県弥富市稲荷３丁目３８
愛知県弥富市三稲２丁目１３、１４－１
愛知県弥富市森津１１丁目２３９－２
愛知県弥富市神戸４丁目７番地１

080-6604-5426
0561-34-0030
0561-32-8198
0561-34-2323
0561-32-0211
0561-33-4566
0561-32-1460
0561-36-8350
0561-35-5601
0561-36-8351
080-5045-8657
0561-34-4888
0561-31-0126

愛知県弥富市神戸十丁目４６４－４９

0567-96-3917

愛知県弥富市西中地町五右１９４－１
愛知県弥富市中山町松山１－５１
愛知県弥富市東末広７丁目２７－２
愛知県弥富市東末広九丁目１８－２
愛知県弥富市東末広九丁目５６
愛知県弥富市鍋田町稲山３９３－５７
愛知県弥富市鍋田町八穂１５２－１
愛知県弥富市鍋田町六野５２番地
愛知県弥富市鍋田町六野５４番地１
愛知県弥富市楠１丁目６６
愛知県弥富市楠２丁目５４番地
愛知県弥富市楠３－７－１
愛知県弥富市楠３丁目９番１号
愛知県弥富市楠三丁目１５番地２

0567-67-5775
0567-65-4111
0567-52-0885
0567-68-2081
0567-68-3133
0567-68-6363
0567-69-2008
0567-66-5118
0567-68-1141
0567-68-6411
0567-69-1085
0567-68-4711
0567-66-3200
0567-68-2751
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0561-56-5656
0567-74-0810
0567-68-5921
0567-68-6400
0567-67-4853
0567-56-3330

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
中京陸運株式会社 名港西営業所
立正オート運輸株式会社 本社営業所

海部郡

住所
愛知県弥富市楠二丁目４８番地
愛知県弥富市富島２丁目２４番地２

電話番号
0567-68-6886
0567-68-4848

日本通運株式会社 名古屋国際輸送支店富浜流通センター 愛知県弥富市富浜２丁目１番地

0567-66-3550

ティーケイエムトランスポート株式会社 本社営業所
有限会社美祢システム輸送 本社営業所
一宮運輸株式会社 十四山営業所
株式会社東海流通システム 本社営業所
マストアークス株式会社 本社営業所
ミナト流通サービス株式会社 弥富営業所
日南輸送株式会社 本社営業所
栄和港運株式会社 名古屋営業所
五十川運輸株式会社 弥富営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 名古屋港ロジスティクスセン
ター
杤木合同陸運株式会社 西部営業所
日通名港運輸株式会社 富浜営業所
港大宝運輸株式会社 本社営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 名古屋営業所
株式会社オクムラ 本社営業所
株式会社東海流通サービス 蟹江営業所

愛知県弥富市平島中３丁目７７番地
愛知県弥富市平島町甲新田７８番地１
愛知県弥富市六條町中切６
愛知県弥富市鯏浦町未新田２１番地６７
愛知県弥富市三稲一丁目５０番１
愛知県弥富市西中地町五右１９５－１
愛知県弥富市操出６－２５
愛知県弥富市鍋田町八穂１０７番地３
愛知県弥富市楠２丁目３３－４

0567-66-4600
0567-68-5881
0567-52-2411
0567-55-9102
0567-68-5477
0567-65-7531
0567-68-5800
0567-69-2415
0567-66-5665

愛知県弥富市楠２丁目６５番２８

0567-66-3101

愛知県弥富市楠二丁目１２番地
愛知県弥富市富浜二丁目１
愛知県海部郡蟹江町蟹江新田道東１２番地
愛知県海部郡蟹江町錦１－１１
愛知県海部郡蟹江町西之森四丁目７
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字長割１４９－５－２
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字八反割１１８，１１
９
愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後東５６－２，５６－
３，５６－４，５７，１１３
愛知県海部郡蟹江町大字須成字上の庄２４９５
愛知県海部郡大治町大字西條字高場７１－１
愛知県海部郡飛鳥村木場２－１３６－９
愛知県海部郡飛島村金岡７－２
愛知県海部郡飛島村元起四丁目３３
愛知県海部郡飛島村大字新政成１１丁目２３番１
愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切９５５－１
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字宮東１３－２
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅３８－１
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅８９番１
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字東梅４－３

0567-68-8911
0567-56-3556
0567-96-0711
0567-96-5712
0567-96-2626
0567-96-4100

ヤマト運輸株式会社 蟹江支店
福山通運株式会社 名古屋西支店
株式会社ムロオ 名古屋西営業所
西條商事株式会社 本社営業所
株式会社名誠組 本社営業所
三新運輸株式会社 本社営業所
森川運輸株式会社 飛島営業所
川越運送株式会社 名古屋営業所
坪内運輸株式会社 本社営業所
松栄運輸株式会社 港営業所
株式会社三統運輸 本社営業所
大日運輸株式会社 飛島ロジセンター
和興運輸株式会社 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。

46／49 ページ

0567-96-5958
0567-96-2992
0567-94-0500
052-444-3009
0567-55-2330
0567-55-0020
0567-56-3331
0567-56-0301
0567-55-2532
0567-52-1911
0567-55-1577
0567-52-3335
0567-55-2568

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
道徳運輸株式会社 本社営業所
株式会社ダイコー 本社営業所
朝日ラインシステム株式会社 飛島営業所
有限会社丸昭配送 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット名古屋 本社営業所
河西瀝青運輸株式会社 飛島営業所
日本コンテナ輸送株式会社 名古屋支店
アイカイ物流株式会社 本社営業所
鈴與自動車運送株式会社 名古屋営業所
森吉通運株式会社 名港営業所
三興陸運株式会社 港営業所
大洋陸運株式会社 飛島営業所
株式会社鈴鉦運輸 インター倉庫営業所
登港運輸株式会社 西部営業所
名新陸運株式会社 本社営業所
ダイトートラックス有限会社 本社営業所
安藤運輸株式会社 本社営業所
株式会社ユーネットランス 名港営業所
天真運輸株式会社 本社営業所
共同運輸株式会社 本社営業所
協和陸運株式会社 本社営業所
株式会社アスラック 飛島営業所
株式会社ジェイ・ロジコム 本社営業所
中央陸運株式会社 愛知営業所
栄幸運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 名古屋西支店
株式会社マッハイナリク 本社営業所
有限会社みなみ産業 大治営業所
協和運輸株式会社 本社営業所
丸金運輸株式会社 本社営業所
名正運輸株式会社 本社営業所
株式会社大興 名古屋港営業所
株式会社メイサク 本社
稲沢運輸株式会社 名古屋営業所
浜名梱包輸送株式会社 名古屋営業所

※「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
愛知県海部郡飛島村大字飛島新田字梅之郷東ノ割１４９
－８
愛知県海部郡飛島村大宝７－３
愛知県海部郡飛島村大宝７丁目３８番地
愛知県海部郡飛島村大宝七丁目９９番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目１３８番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷八丁目８８、８９、９０番
愛知県海部郡飛島村東浜１丁目４－１１
愛知県海部郡飛島村東浜２－１－１０
愛知県海部郡飛島村東浜２－１－１４
愛知県海部郡飛島村東浜２－２３－２
愛知県海部郡飛島村東浜２－２３－２
愛知県海部郡飛島村西浜９番地
愛知県海部郡飛島村木場１－７３－２
愛知県海部郡飛島村木場１丁目３５
愛知県海部郡飛島村木場１丁目３番、５番
愛知県海部郡飛島村木場２丁目２２番地
愛知県海部郡飛島村木場２丁目４３番地
愛知県海部郡飛島村木場２丁目６４－１
愛知県海部郡飛島村木場２丁目６６番地１
愛知県海部郡飛島村木場２丁目９８番地
愛知県海部郡飛島村木場一丁目１２番地
愛知県海部郡飛島村木場二丁目５０番の２
愛知県海部郡蟹江町今西１丁目１１４番地
愛知県海部郡蟹江町須成西５丁目６１
愛知県海部郡蟹江町西之森３丁目１６
愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田１２８
愛知県海部郡大治町大字花常字出口９１番地の１
愛知県海部郡大治町大字西條字城前田１０８番２
愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切９５４番地２４
愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅５９
愛知県海部郡飛島村大宝７丁目６０番地
愛知県海部郡飛島村竹之郷８丁目１２７番地
愛知県海部郡飛島村東浜２丁目１－１１
愛知県海部郡飛島村木場１－１０－４
愛知県海部郡飛島村木場２丁目１２５番２
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電話番号
0567-55-1229
0567-52-2761
0567-56-5012
0567-56-5556
0567-56-7201
05675-5-3222
0567-56-1771
0567-55-2935
0567-55-2427
0567-55-2800
0567-55-2727
052-651-5521
0567-56-2031
0567-57-2355
0567-56-0211
0567-55-0016
0567-55-3550
0565-55-0565
0567-55-3313
0567-57-0781
0567-57-0303
0567-55-3123
0567-96-4582
05679-6-6063
0567-97-0777
0567-96-1151
052-449-2224
052-446-3733
0567-55-2766
0567-55-2350
0567-57-1550
0567-69-5064
0567-57-0771
0567-55-1251
0567-57-0708

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名
港友運輸株式会社
相生運送有限会社
弘田運輸株式会社
愛知郡

北設楽郡

丹羽郡

知多郡

飛島営業所
名古屋営業所
本社営業所

ドゥベスト株式会社 愛知営業所
東郷運輸株式会社 本社営業所
岩田運輸株式会社 東郷物流センター
アキタ株式会社 東郷営業所
名倉運送株式会社 本社営業所
協進運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 設楽センター
株式会社丸二運送 小牧営業所
川崎陸送株式会社 名古屋営業所
アソートロジテック株式会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 小牧支店
株式会社ベストカーゴ 小牧営業所
ヤマザキマザック運輸株式会社 本社営業所
和束運輸株式会社 中部営業所
名鉄運輸株式会社 大口流通支店
有限会社ヒラノ流通 本社営業所
株式会社東海通信資材サービス 東海物流センタ
大昭運輸株式会社 本社営業所
株式会社エスライン各務原 大口営業所
ＴＢ物流サービス株式会社 大口営業所
大橋運輸株式会社 小牧営業所
株式会社マルト輸送センター 名古屋支店
日本ピープラス物流株式会社 本社営業所
有限会社アドバンス 本社営業所
理化トランスポート株式会社 大口営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 中部貨物セン
ター
有限会社まるさ運輸 本社営業所
株式会社睦運送 小牧
ヤマト運輸株式会社 阿久比センター
東海西濃運輸株式会社 知多支店
興和運輸株式会社 東浦営業所

※「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

愛知県海部郡飛島村木場２丁目１３３－１５
愛知県海部郡飛島村木場二丁目１２５番２
愛知県海部郡飛島村木場二丁目３２番地
愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ヶ根４１２６－１１
５
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字杉ノ木１６番地１
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字杉ノ木４－５
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪池上８番１
愛知県北設楽郡設楽町西納庫字森上２１－６
愛知県北設楽郡設楽町川向字長沢６番地の１６
愛知県北設楽郡設楽町田口字下杉平１１－２
愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目３００番地
愛知県丹羽郡大口町外坪１丁目１５番地
愛知県丹羽郡大口町外坪５丁目５９番地
愛知県丹羽郡大口町新宮２丁目６１
愛知県丹羽郡大口町大字小口字下山伏８４番地１
愛知県丹羽郡大口町竹田三丁目７１５
愛知県丹羽郡大口町中小口３丁目４６２
愛知県丹羽郡大口町中小口４丁目１０
愛知県丹羽郡大口町奈良子２－２３２－１
愛知県丹羽郡大口町萩島１－１０６
愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目１番地
愛知県丹羽郡大口町御供所１－４６６
愛知県丹羽郡大口町上小口３丁目２０１番地
愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２０７番地
愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２８１番地
愛知県丹羽郡大口町伝右二丁目２９１番地１
愛知県丹羽郡大口町二ツ屋１丁目１３４番２
愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６０

0567-55-2323
0567-57-0708
0567-55-0525

0561-38-2255
0561-39-5454
0561-37-5700
0536-65-0086
0536-65-0771
080-5421-1268
0587-96-8333
0587-94-1910
0587-22-7651
0587-95-8551
0587-95-7300
0587-95-1515
0587-81-8002
0587-94-1561
0587-96-0828
0587-96-0066
0587-94-3551
0587-94-2626
0587-95-9410
0587-96-1084
0587-96-0810
0587-95-5110
0587-96-2240
0587-95-4128

愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６１

0587-95-4621

愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５２５
愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷９８－２
愛知県知多郡阿久比町大字宮津字宮天神２９－１
愛知県知多郡阿久比町大字板山字東菱池１３１
愛知県知多郡東浦町大字緒川字鰻池２２－６

0587-96-0341
0587-32-3030
080-5481-5732
0569-47-1860
0562-88-8555
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0561-76-9022

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

刈急運輸株式会社 物流基地
ヤマト運輸株式会社 東浦センター
有限会社栄和商会 本社営業所
秀和運輸株式会社 本社営業所
有限会社アイトシステム 東浦営業所
東和運輸株式会社 東浦営業所
有限会社ヤマミ運送 本社営業所
有限会社朝田ライン 本社営業所
有限会社愛知美浜急送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 知多美浜支店
ビューテック運輸株式会社 知多営業所
アサガミ株式会社 知多営業所
東海西濃運輸株式会社 武豊支店
丸半運輸株式会社 武豊営業所

愛知県知多郡東浦町大字緒川字東栄町１３３－１
愛知県知多郡東浦町大字緒川字篭池１８番１
愛知県知多郡東浦町大字藤江字須賀８３番地の１
愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町１－８０
愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町１番地１０
愛知県知多郡東浦町大字藤江字六反田１番地１
愛知県知多郡南知多町大字山海字土間１２番地５
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字高浜６４
愛知県知多郡美浜町大字河和字亀ヶ坪１０１－４
愛知県知多郡美浜町大字古布字屋敷１１６－１
愛知県知多郡武豊町旭１番地
愛知県知多郡武豊町塩田１番地
愛知県知多郡武豊町字ヒジリ田１５１－５
愛知県知多郡武豊町字嶋田７８－５
愛知県知多郡武豊町字東長宗８９番１１、８９番１２、
ヤマト運輸株式会社 武豊センター
９１番、９２番４
中杉運輸有限会社 本社営業所
愛知県知多郡武豊町エケ屋敷７７－２５
株式会社宮田運輸 半田営業所
愛知県知多郡武豊町字石川１０３－１
株式会社ユートランス 本社営業所
愛知県知多郡武豊町大字東大高字中浜田６３－１
山本運送株式会社 本社営業所
愛知県知多郡武豊町大字冨貴字砂水９１－２
西春日井郡 日本通運株式会社 名古屋航空支店名古屋物流センター 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水１４５－１
中部エアカーゴサービス株式会社 豊山営業所
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水１４５－１
名古屋急送株式会社 豊山営業所
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水４５番
佐川急便株式会社 名古屋北営業所
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸８０－１
株式会社栄光社 豊山営業所
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川７７
愛知県額田郡幸田町大字芦谷字鍛冶山３８－１、３８－
額田郡
ヤマト運輸株式会社 幸田センター
２、４０－１
夏目運輸株式会社 本社営業所
愛知県額田郡幸田町大字芦谷要善１３
トヨコンロジスティクス株式会社 本社営業所
愛知県額田郡幸田町大字高力字為永１０
愛知陸運株式会社 幸田営業所
愛知県額田郡幸田町大字須美字東山１５－１、１６－１
東洋ロジテム株式会社 本社営業所
愛知県額田郡幸田町大字大草字馬場７１番地７

※「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。

49／49 ページ

電話番号
0562-82-2228
0562-83-5058
0562-84-2400
0562-83-0011
0562-85-5222
0562-82-2345
0569-62-2688
0569-65-0709
0569-82-1212
0569-82-5657
0569-72-3237
0569-24-2950
0569-72-5114
0569-72-6311
0569-74-1061
0569-72-1672
0569-73-8644
0569-72-4623
0569-72-5816
0568-39-0220
0568-39-0252
0568-65-8770
0568-39-1761
0568-29-1254
080-5045-2569
0564-62-1371
0564-62-2511
0564-63-2222
0564-83-8261

主な輸送品目（任意掲載）

