貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
神戸市

事業所名
ジェイカス株式会社 西宮営業所
山陽自動車運送株式会社 神戸営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 近畿四国支店 神戸事
業所
姫路合同貨物自動車株式会社 神戸営業所
神港通運株式会社 神戸貨物ターミナル営業所
日本通運株式会社 神戸コンテナ事業所
武貞物流株式会社 本社営業所
もりか運送株式会社 神戸営業所
株式会社エスラインギフ 神戸西営業所
日本通運株式会社 神戸西事業所
ヤマト運輸株式会社 神戸須磨支店
和光運輸株式会社 弥栄台営業所
和光物流株式会社 弥栄台営業所
佐川急便株式会社 須磨営業所
名阪急配株式会社 神戸センター
姫路合同貨物自動車株式会社 西神戸営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 兵庫営業所
神戸三興物流株式会社 本社営業所
関西急送株式会社 神戸営業所
間口バリュートランス株式会社 西神営業所
マンナ運輸株式会社 神戸
福山通運株式会社 神戸支店
日本ルートサービス株式会社 神戸事業所
福山エクスプレス株式会社 神戸営業所
エーエルプラス株式会社 西神営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸垂水東支店
エフ・ライン株式会社 伊川谷営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸伊川谷支店
明雪運輸株式会社 明石営業所
陽神ロジテック株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 明石航空貨物センター
ヤマト運輸株式会社 神戸須磨北支店

※「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。

安全性優良事業所

（兵庫県）

住所

電話番号

兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２－２
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１

078-845-2170
078-306-6530

兵庫県神戸市東灘区向洋町西３－１－８

078-846-1751

兵庫県神戸市須磨区外浜町３丁目８番
兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１番２１号
兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１番２１号
兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷８４３番１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－１０－６
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－１６－２
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－１６－４
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１０番地１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番地１４
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番地１４
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１６－５
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３番２
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３番２
兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目４番地１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台２丁目１０番３号
兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－５－３
兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目１１番
兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目１５－１０
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－５
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目１－１
兵庫県神戸市須磨区弥栄台５丁目８番地１
兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ケ尾３１２－１
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和９１４－１９
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字古川１０１３－１
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字才神５３１－１０
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字北横尾２３８－３７２
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字六反田１０７９－１
兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字上ノ山３７１－１，
３７２－１，３７３－１

078-735-2591
078-739-7585
078-739-6880
078-741-0680
078-794-4751
078-795-0108
078-793-7770
078-792-3025
078-797-8221
078-797-8221
078-791-7800
078-797-8826
078-791-3770
078-794-8855
078-796-2681
078-795-5731
078-857-0894
078-793-0721
078-794-5566
078-794-2073
078-794-2921
078-797-0217
078-752-7637
078-955-2817
078-976-3532
078-974-0332
078-918-3636
078-976-4801
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078-977-2660

H30.6.1
主な輸送品目（任意掲載）

食料品、飲料等、繊維・衣料品

市区郡名

事業所名
株式会社サカイ引越センター 明石支社
ヤマト運輸株式会社 明石大蔵谷支店
弘由ロジスティックス株式会社 本社営業所
大伸通商株式会社 本社
株式会社神戸興業運送 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 西神戸支店
誠徳運輸株式会社 神戸
株式会社旭 神戸
株式会社ケーライン 神戸
淡路共正陸運株式会社 神戸営業所
株式会社平野ロジスティクス 本社営業所
梅田運輸倉庫株式会社 新神戸営業所
瀬戸内陸運株式会社 神戸営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 神戸営業所
株式会社吉富運輸 西神営業所
株式会社西日本ロジスティクス 神戸
愛知ミタカ運輸株式会社 神戸営業所
株式会社ユーパワーロジ 西神戸営業所
カトーレック株式会社 西神営業所
アートコーポレーション株式会社 神戸営業所
株式会社引越社 神戸営業所
株式会社引越社 明石営業所
阪神センコー運輸株式会社 西神戸営業所
ダイワ運輸株式会社 神戸営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 神戸西営業所
株式会社ハート引越センター 神戸営業所
有限会社山清商事運輸 本社営業所
株式会社大木産業 本社
西濃運輸株式会社 神明支店
平野カーゴ株式会社 本社
丸進運輸株式会社 神戸営業所
株式会社吉富運輸 神戸営業所
ウエストアクティブトランスポート株式会社 本社
有限会社原田急送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸垂水支店

※「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
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９８８番１
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９１－１
兵庫県神戸市西区岩岡町野中字内山２－１
兵庫県神戸市西区玉津町今津字宮の西３３３－３
兵庫県神戸市西区玉津町水谷字大東５５７－１０
兵庫県神戸市西区見津が丘３－６－３
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１１番２
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－２
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１番地の６
兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目１１番７号
兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目９番地の２
兵庫県神戸市西区見津が丘５丁目１－１
兵庫県神戸市西区高塚台２丁目１０番地
兵庫県神戸市西区高塚台４丁目３－１０
兵庫県神戸市西区高塚台４丁目３番地１０
兵庫県神戸市西区高塚台７丁目２番地１
兵庫県神戸市西区高塚台７丁目２番地１
兵庫県神戸市西区枝吉１－２６４－３
兵庫県神戸市西区持子２丁目１２８番地
兵庫県神戸市西区持子２丁目１２８番地
兵庫県神戸市西区室谷１－３－５
兵庫県神戸市西区小山１丁目６－１０
兵庫県神戸市西区上新地３丁目７番地１
兵庫県神戸市西区上新地３丁目８番地６
兵庫県神戸市西区森友１－１１７
兵庫県神戸市西区森友１丁目６６番地
兵庫県神戸市西区神出町広谷字中通５５５－１７
兵庫県神戸市西区神出町田井１３２０番地の５８
兵庫県神戸市西区神出町田井３１０
兵庫県神戸市西区神出町田井字鍋谷１３２０－４６
兵庫県神戸市西区神出町宝勢１４１０番地の１
兵庫県神戸市西区大津和２丁目４番地の１００
兵庫県神戸市西区大津和３－６－１１
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電話番号
078-978-1662
078-975-8144
078-967-3811
078-912-1004
078-991-3323
078-994-2471
078-995-0400
078-998-3010
078-998-4610
078-998-2322
078-994-0069
078-995-4002
078-998-1155
078-994-2108
078-992-2011
078-962-5396
078-990-0277
078-997-8082
078-996-9870
078-795-0123
078-924-2626
078-926-5188
078-990-0386
078-928-0062
078-969-1680
078-969-2727
078-928-0534
078-928-2766
078-965-3232
078-965-0918
078-964-3880
078-965-3779
078-965-2828
078-911-0056
078-975-2824

主な輸送品目（任意掲載）

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 神戸西航空営業
所
ミナト物流株式会社 明石営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸西支店
株式会社近畿道路資材 神戸西事業所
ヤマト運輸株式会社 神戸岩岡センター
ウエストアクティブトランスポート株式会社 玉津
久留米運送株式会社 兵庫店
川﨑運送株式会社 本社営業所
川﨑ヘビーカーゴ株式会社 本社営業所
平野エクスプレス株式会社 本社営業所
丸豊運送株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社 神戸警送支店
日本郵便株式会社 神戸中央郵便局
株式会社京神運輸倉庫 本社営業所
株式会社中村エンタープライズ 本店
株式会社アウトソーイングシステム 本社
株式会社ロジパルエクスプレス 神戸営業所
日陸物流株式会社 神戸営業所
昌栄陸運株式会社 神戸支店
日正運輸株式会社 神戸営業所
新熊本産業株式会社 神戸
川中運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸中央東支店
佐川急便株式会社 神戸営業所
株式会社神陸コンテナ輸送 本社営業所
国際コンテナ輸送株式会社 阪神支店
株式会社川中 本社営業所
日本運送株式会社 本社営業所
有限会社ヨシトミ 本社営業所
株式会社中央ロジスティクス 神戸営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 神戸営業所
神戸高速運輸株式会社 本社営業所
全日本ライン株式会社 神戸営業所
近畿エキスプレス株式会社 本社営業所

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

住所

電話番号

兵庫県神戸市西区池上３丁目７番地４

078-977-0588

兵庫県神戸市西区池上４丁目２６番１５号
兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２－６３１
兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷７２３番１１
兵庫県神戸市西区福吉台２－５－５、６
兵庫県神戸市西区平野町下村２４８番地
兵庫県神戸市西区平野町黒田字西山７５２－１３
兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３
兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３
兵庫県神戸市西区平野町西戸田４３７－２
兵庫県神戸市西区平野町西戸田字前川原２８９－１
兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－４４
兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目２－１
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２－１－３６９
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目７番８号ＮＥＰ三宮
ビル ２階
兵庫県神戸市中央区御幸通３丁目１番５号７Ｆ
兵庫県神戸市中央区港島１－３
兵庫県神戸市中央区港島４－５－５
兵庫県神戸市中央区港島４丁目３番
兵庫県神戸市中央区港島４丁目４番
兵庫県神戸市中央区港島６－１
兵庫県神戸市中央区港島６－１
兵庫県神戸市中央区港島６－６－２
兵庫県神戸市中央区港島６－８－２
兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地
兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地
兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地
兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地の１
兵庫県神戸市中央区港島６丁目２番３
兵庫県神戸市中央区港島６丁目３番地
兵庫県神戸市中央区港島６丁目６－２
兵庫県神戸市中央区港島６丁目７番４
兵庫県神戸市中央区港島６丁目９－４
兵庫県神戸市中央区港島７丁目１４番地１号

078-961-1750
078-993-1911
078-991-9339
078-967-0125
078-965-2828
078-965-3151
078-961-0301
078-961-0302
078-961-7666
078-961-1515
078-222-6385
078-360-9550
078-221-3831
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主な輸送品目（任意掲載）

078-251-0073
078-291-5327
078-599-6480
072-269-3838
078-306-6708
078-302-1631
078-303-2538
078-302-8183
078-302-9928
078-303-6100
078-303-0892
078-302-5600
078-302-8329
078-303-0611
078-302-6891
078-302-3222
078-306-0620
078-306-5070
078-304-5320
078-302-5731

海上コンテナ

海上コンテナ

市区郡名

事業所名
神商株式会社 本社営業所
株式会社領南運輸 本社
神戸物流サービス株式会社 神戸
株式会社西神陸運 本社
株式会社ランドエキスプレス 本社
西友ライン株式会社 本社
新栄陸運株式会社 神戸営業所
株式会社カーゴサービス 本社営業所
株式会社弥生運輸 神戸
池端商事有限会社 神戸営業所
ブルーエキスプレス株式会社 神戸営業所
有限会社阪神流通 神戸営業所
キャリーサービス株式会社 中央営業所
株式会社皐榮ロジ 本社営業所
神戸通運株式会社 ポート営業所
中央運輸倉庫有限会社 本社営業所
内外運送株式会社 本社営業所
産興運輸株式会社 本社営業所
藤原運輸株式会社 神戸支店
東洋テック株式会社 神戸支社
日本通運株式会社 阪神コンテナ輸送営業支店
福山通運株式会社 神戸中央支店
福井貨物自動車株式会社 神戸支店
東和通商株式会社 神戸営業所
株式会社山久陸運 神戸営業所
五島海運株式会社 神戸営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸三宮支店
株式会社マルビシ興運 神戸営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 神戸支店
株式会社松原組運送 本社営業所
阪神コンテナー輸送株式会社 本社営業所
株式会社上組 重量エネルギー輸送事業本部
株式会社上組 港運事業本部
株式会社上組 神戸支店

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

住所
兵庫県神戸市中央区港島７丁目１４番地１号
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１１－６
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地
兵庫県神戸市中央区港島８丁目１３番地
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１－１
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１号
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番地１
兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番地１
兵庫県神戸市中央区港島９丁目２番地の１０
兵庫県神戸市中央区港島中町１－１－１，２
兵庫県神戸市中央区港島中町１－１－１２
兵庫県神戸市中央区港島中町１－１－２３，１－３１
兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目１－２４
兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目２番７号
兵庫県神戸市中央区港島中町２丁目３－６
兵庫県神戸市中央区港島中町４－４－２
兵庫県神戸市中央区港島南町１－３－２
兵庫県神戸市中央区港島南町３丁目３番１
兵庫県神戸市中央区小野浜町１１番９号
兵庫県神戸市中央区小野浜町５－４２
兵庫県神戸市中央区小野浜町５番１１号
兵庫県神戸市中央区新港町２６－３
兵庫県神戸市中央区新港町８－２
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－２
兵庫県神戸市中央区南本町通２－３－１２
兵庫県神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビ
ル内
兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－１１
兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号
兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号
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電話番号
078-302-4801
078-303-2770
078-303-7061
078-303-6644
078-940-5500
078-304-6030
078-304-5959
078-306-1311
078-304-7325
078-304-5903
078-303-0905
078-302-6609
078-304-0107
078-335-5635
078-302-6460
078-303-1417
078-302-4113
078-302-0278
078-304-5662
078-304-7322
078-302-0111
078-306-0292
078-303-6700
078-333-8081
078-332-4007
078-393-5407
078-334-7460
078-325-3477
078-351-6574
078-221-7745
078-251-2215
078-271-5133
078-271-5146
078-271-5173

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

西濃運輸株式会社 西神戸支店
佐川急便株式会社 西神戸営業所
神戸和光株式会社 本社営業所
和光運輸株式会社 本社営業所
株式会社ラインアップ 神戸営業所
日通兵庫運輸株式会社 神戸事業所
日本通運株式会社 神戸重機建設支店
ヤマト運輸株式会社 神戸長田支店
菱華運輸株式会社 神戸営業所
株式会社ブレックス 神戸営業所
森豊運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸長田北センター
有限会社ハギモト 本社
株式会社アサヒセキュリティ 神戸警送事業所
株式会社コープムービング 魚崎営業所
愛知陸運株式会社 神戸営業所
間口ランドサービス株式会社 神戸西
正洋運送株式会社 本社営業所
山忠運輸株式会社 神戸営業所
株式会社エスラインギフ 神戸東営業所
丸全関西物流株式会社 神戸営業所
株式会社Ｐ－１トランスポート 本社営業所
久留米運送株式会社 神戸店
ＳＧムービング株式会社 神戸営業所
神戸岡田運送株式会社 魚崎営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸魚崎センター
尾花運送株式会社 本社営業所
有限会社交成運輸 本社営業所
松本運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸御影支店
ピアノ運送株式会社 神戸営業所
有限会社ＭＴＳ 東灘営業所
株式会社ハナワトランスポート 神戸営業所
新潟運輸株式会社 神戸支店

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

住所
兵庫県神戸市長田区苅藻島町１－１－２６
兵庫県神戸市長田区苅藻島町１－１－６１
兵庫県神戸市長田区苅藻島町２－１－８
兵庫県神戸市長田区苅藻島町２－１－８
兵庫県神戸市長田区苅藻島町３丁目１１番４７号
兵庫県神戸市長田区苅藻島町３丁目１２番５号
兵庫県神戸市長田区苅藻島町３丁目４－１
兵庫県神戸市長田区長楽町７－１－１
兵庫県神戸市長田区長楽町７－１－２６
兵庫県神戸市長田区二番町４丁目７－２
兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町２－１－３
兵庫県神戸市長田区北町３丁目２０１番地
兵庫県神戸市東灘区魚崎西町１丁目２番２０号カワベ住
吉川公園１０１号
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１－１０
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１－１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１８
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１番２
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２３番地１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－２１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－４
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２８
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２９－９
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３１番地
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３６－１
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町４３－２
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町５番４
兵庫県神戸市東灘区魚崎北町２－８－１４
兵庫県神戸市東灘区御影石町２－１７－４
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－１０－７
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－３－２８
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－３－５
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目１０－７
兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目４番地７号
兵庫県神戸市東灘区御影塚町３－４－７
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電話番号
078-681-1021
078-682-1616
078-651-2020
078-651-2020
078-381-7751
078-681-3160
078-651-3011
078-733-5637
078-733-0036
078-575-7397
078-671-0515
078-579-8861
078-843-1972
078-412-3401
078-921-1166
078-441-2301
078-414-0310
078-413-8241
078-891-4690
078-411-5101
078-441-2201
078-413-9901
078-441-2131
078-386-5550
078-451-1421
078-412-1952
078-451-0337
078-851-6881
078-822-3621
078-822-3662
078-854-0871
078-822-3621
078-771-5111
078-841-2641

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 神戸中央支店
奥野運輸産業株式会社 本社営業所
株式会社まるたに物流 六甲営業所
三喜産業株式会社 六甲アイランド事業所
株式会社シーエックスカーゴ 神戸営業所
ケイヒン陸運株式会社 本社営業所
菱倉運輸株式会社 神戸支店
株式会社サン・トランスポート 本社営業所
鴻池運輸株式会社 六甲営業所
ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 六甲営業所
日本高速輸送株式会社 阪神支店神戸営業所
間口陸運株式会社 神戸営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 関西センター
株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス 神戸営業所
株式会社ムービング 西日本センター
シモハナ物流株式会社 六甲アイランド営業所
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 神戸営業所
株式会社朝日通商 関西支店
菱神運輸株式会社 アークス営業所
エー・エス・トランスポート有限会社 本社営業所
株式会社大運 神戸営業所
西濃運輸株式会社 神戸支店
株式会社ダイヤモンドライン 神戸営業所
丸一運輸株式会社 神戸支店
株式会社六甲アイランド運輸倉庫 本社営業所
鐵伸運輸株式会社 神戸
臼杵運送株式会社 神戸営業所
日誠運輸株式会社 本社営業所
株式会社山口運送 六甲営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 神戸営業所
マリネックストランスポートサービス株式会社 神戸営業
所
株式会社安川トランスポート 神戸営業所
澁澤陸運株式会社 六甲ターミナル
株式会社竹谷運輸 六甲営業所

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

住所

電話番号

兵庫県神戸市東灘区御影浜町３－１
兵庫県神戸市東灘区御影本町３丁目１７５－２４
兵庫県神戸市東灘区向洋町西１丁目
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－７
兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－８
兵庫県神戸市東灘区向洋町西５－７
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６－１１
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６－２
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６－６ ㈱朝日通商内
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目２０番４
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目２１番
兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目６番
兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－１－３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－１－３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－１１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－２１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－８
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－９
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３地先
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３地先
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１１番地
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１１番地

078-822-2075
078-811-5222
078-857-1710
078-857-0555
078-857-0762
078-857-3932
078-858-0384
078-857-7151
078-857-4441
078-857-3673
078-857-2911
078-857-0894
078-857-3279
078-856-7732
078-858-8124
078-843-4087
078-846-3250
078-843-8611
078-857-1101
078-857-1101
078-857-0343
06-4802-3029
078-857-1881
078-857-1301
078-857-0717
078-857-0665
078-857-1274
078-858-8141
078-857-6811
078-851-5535

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番

078-858-1612

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番１－３０１号
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８－９
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番地６

078-858-1482
078-857-0811
078-858-1233
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
近物レックス株式会社 神戸支店
日本コンテナ輸送株式会社 阪神支店
九州産交運輸株式会社 関西センター
トナミ運輸株式会社 神戸支店
株式会社ムロオ 神戸支店
株式会社東伸産業 本社営業所
有限会社三和 本社営業所
中山運送株式会社 神戸営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸六甲アイランド支店
株式会社京神運輸倉庫 六甲
株式会社大神 本社
株式会社昭和倉庫 六甲営業所
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 神戸営業所
アートコーポレーション株式会社 神戸東
梅田運輸倉庫株式会社 東神戸営業所
白栄物流システム株式会社 本社営業所
丸仲運送株式会社 本社営業所
株式会社ユービーエム 神戸営業所
和歌山運送株式会社 本社
福山通運株式会社 神戸東支店
日本通運株式会社 神戸国内航空貨物センター
株式会社太陽商会 本社
ますもと運輸株式会社 本社営業所
協立運輸株式会社 神戸営業所
株式会社大前運送店 本社
台神商運株式会社 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 神戸営業所
株式会社フレッシュ便神戸 本社営業所
明雪運輸株式会社 フローズン共配神戸センター
あさと物流株式会社 本社営業所
株式会社エスワイプロモーション 甲南営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸深江支店
富士物流株式会社 本社営業所
アペニンコーポレーション株式会社 神戸営業所
株式会社ヨシダ商事運輸 神戸営業所

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

住所
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－１、２
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－１１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目１５番１
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目１６番地
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目３
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目３番５号
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目５
兵庫県神戸市東灘区向洋町東三丁目２０番地
兵庫県神戸市東灘区住吉南町２丁目２番地
兵庫県神戸市東灘区住吉南町４－１－１４
兵庫県神戸市東灘区住吉南町４丁目４番３３号
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９番地
兵庫県神戸市東灘区深江南町４－９０
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１０４番地
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２６－１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２８
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１３８
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４６－２
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４６－２
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５６
兵庫県神戸市東灘区深江浜町１６１番地
兵庫県神戸市東灘区深江浜町３１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町３４－１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町３８
兵庫県神戸市東灘区深江浜町５０－６
兵庫県神戸市東灘区深江浜町５０番６
兵庫県神戸市東灘区深江浜町５１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町６
兵庫県神戸市東灘区深江浜町６２－１
兵庫県神戸市東灘区深江浜町７８－１
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電話番号
078-857-1231
078-857-3388
078-841-8220
078-857-1696
078-857-8444
078-857-0365
078-857-0368
078-858-4477
078-846-0340
078-221-3831
078-857-5888
078-857-6023
078-857-1374
078-842-0123
078-856-3593
078-854-9021
078-821-3660
078-436-5061
078-436-0141
078-451-2000
078-453-9660
078-441-1121
078-451-6345
078-414-2425
078-435-1280
078-452-2671
078-451-1971
078-435-1661
078-441-5532
078-414-2256
078-436-1124
078-412-1963
078-411-7636
078-414-6066
078-435-6735

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社西岡商事 神戸営業所
有限会社上田運送店 本社営業所
エーエルプラス株式会社 神戸営業所
株式会社かなめ運送 本社営業所
三輪貨物自動車株式会社 神戸営業所
有限会社本村運送 本店
ヤマト運輸株式会社 神戸灘支店
株式会社久木 本社
大陽運送株式会社 神戸営業所
三浦運送株式会社 本社営業所
日本アルコール物流株式会社 新神戸営業所
南部運送株式会社 本社営業所
エイワン物流株式会社 本社営業所
株式会社共栄運送 本社
日本通運株式会社 神戸オペレーションセンター
株式会社兵庫高速運輸 本社
株式会社大翔運輸 神戸支店
株式会社滋賀日新 神戸営業所
株式会社ライフカーゴ 神戸営業所
株式会社大急 本社事業所
株式会社サカイ引越センター 神戸支社
兵庫貨物運輸作業株式会社 本社営業所
平戸梱包運送株式会社 兵庫営業所
西村運送有限会社 本社
日本郵便輸送株式会社 神戸営業所
名鉄運輸株式会社 神戸支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 神戸営業所
日本通運株式会社 神戸警送支店
ヤマト運輸株式会社 神戸水木通センター
有限会社山一運送 本社営業所
上組陸運株式会社 兵庫営業所
日通神戸運輸株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 神戸支店
興隆産業株式会社 神戸営業所

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

住所
兵庫県神戸市東灘区深江浜町９８番１
兵庫県神戸市東灘区青木５－１２－５
兵庫県神戸市東灘区青木三丁目１番４０号
兵庫県神戸市灘区岩屋中町１－１－１
兵庫県神戸市灘区岩屋南町３－７
兵庫県神戸市灘区弓木町３－１－１３９
兵庫県神戸市灘区新在家南町３－１２７
兵庫県神戸市灘区船寺通３丁目１９
兵庫県神戸市灘区大石東町１－３７
兵庫県神戸市灘区大石東町４丁目５番５号
兵庫県神戸市灘区灘浜町１番１号
兵庫県神戸市灘区浜田町１－１－１
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭 まや流通センター東棟
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１２
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１番地
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭２－１
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭２－１０
兵庫県神戸市灘区味泥町４－３２
兵庫県神戸市灘区味泥町８－２０
兵庫県神戸市兵庫区芦原通１－２－１６
兵庫県神戸市兵庫区芦原通２丁目２番２４号
兵庫県神戸市兵庫区芦原通４－２－２７
兵庫県神戸市兵庫区羽坂通四丁目二番十五号
兵庫県神戸市兵庫区駅前通４－１－７
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２－３８
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２－３８
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２番４０号
兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目１－２６
兵庫県神戸市兵庫区吉田町３－７－２８
兵庫県神戸市兵庫区高松町１－５３
兵庫県神戸市兵庫区高松町２－３２
兵庫県神戸市兵庫区高松町２－３２ 日本通運㈱神戸支
店神戸アローセンター内
兵庫県神戸市兵庫区松原通５丁目１－１０
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

078-441-0789
078-411-4601
078-413-4349
078-801-7081
078-861-2585
078-851-5876
078-802-5721
078-871-0351
078-821-4121
078-881-2071
078-861-7031
078-821-1011
078-806-1771
078-881-4400
078-871-3600
078-801-2944
078-802-8588
078-802-5970
078-805-1586
078-806-5120
078-652-1141
078-671-2755
078-681-6961
078-575-0493
078-575-6866
078-681-8484
078-681-5547
078-681-4510
078-515-4351
078-652-2505
078-681-3631
078-681-3080
078-671-6317
078-652-3811

廃棄物、廃乾電池、廃蛍光灯、廃薬
品、廃PCB等特殊廃棄物

市区郡名

事業所名
株式会社サカイ引越センター 神戸東支社
ヤマト運輸株式会社 神戸築地支店
岡山県貨物運送株式会社 神戸支店
六甲食品輸送株式会社 本社営業所
柳原運輸株式会社 本社営業所
生田陸運株式会社 神戸営業所
中央運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 神戸柳原支店
株式会社カシックス物流 神戸店
ヤマト運輸株式会社 神戸北支店
ヤマト運輸株式会社 神戸鈴蘭台支店
姫路合同貨物自動車株式会社 西日本ＰＣ集約センター
ケーエルサービス西日本株式会社 神戸営業所

相生市
明石市

福山通運株式会社 神戸三田支店
ヤマト運輸株式会社 神戸北神支店
有限会社スミレネット 本社営業所
ミナト物流株式会社 神戸北
株式会社フォワード 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 相生支店
株式会社大門 明石営業所
ヤマト運輸株式会社 明石西支店
株式会社河合コーポレーション 明石営業所
喜春運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 明石船上センター
ヤマト運輸株式会社 明石浜支店
ヤマト運輸株式会社 明石大久保センター
株式会社シンクラン 明石営業所
藤田企業株式会社 本社営業所
日置運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 明石支店
西日本エア・ウォーター物流株式会社 明石営業所
有限会社垣内運送 本社
エービーカーゴ西日本株式会社 明石営業所
池田興業株式会社 神戸支店

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

住所
兵庫県神戸市兵庫区切戸町１－１３
兵庫県神戸市兵庫区築地町２６番地
兵庫県神戸市兵庫区築地町５４
兵庫県神戸市兵庫区築地町７番１号
兵庫県神戸市兵庫区中之島１丁目１番１号
兵庫県神戸市兵庫区中之島１丁目１番３号
兵庫県神戸市兵庫区中之島一丁目１番４号
兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町１－１４他５筆
兵庫県神戸市兵庫区浜中町１丁目１７－５
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字上の勝３－１，
５－２９
兵庫県神戸市北区山田町小部惣六畑山１３番地１
兵庫県神戸市北区赤松台１丁目５－３
兵庫県神戸市北区赤松台２－１－１キリンビール
㈱神戸工場内
兵庫県神戸市北区赤松台一丁目４番２
兵庫県神戸市北区八多町上小名田字西谷１１０１番地１
兵庫県神戸市北区八多町中１１７０番地
兵庫県神戸市北区有野町有野２４２５－１
兵庫県神戸市北区有野町有野８０番
兵庫県相生市山手２－１－１，２－１
兵庫県明石市貴崎５－６－３１
兵庫県明石市魚住町中尾字向原５４３
兵庫県明石市魚住町中尾字色田２５０－４
兵庫県明石市西新町３－１－８
兵庫県明石市船上町５番地２
兵庫県明石市大久保町江井島字池下９１９番２
兵庫県明石市大久保町西脇字相田３５０番地１
兵庫県明石市大久保町西脇字塚本６４－１６
兵庫県明石市大久保町大窪１２２１－２
兵庫県明石市大久保町谷八木字土林９１５－１
兵庫県明石市藤江字辻之外１８２２－１
兵庫県明石市二見町東二見２６７
兵庫県明石市二見町南二見１－１３
兵庫県明石市二見町南二見１－３３
兵庫県明石市二見町南二見１４－５
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電話番号
078-652-1151
078-685-5431
078-681-0911
078-681-8322
078-681-0037
078-652-0861
078-671-3636
078-682-2862
078-651-7181
078-583-9484
078-596-3651
078-595-8069
078-986-0029
078-986-2920
078-950-1625
078-950-2009
078-982-2225
078-983-1916
080-5098-0612
078-922-4945
078-947-8804
078-947-1211
078-922-2224
078-929-2237
078-948-3520
078-934-7154
080-4106-9328
078-935-0062
078-936-4566
078-923-3748
078-941-2688
078-941-2111
078-941-2701
078-943-7715

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

赤穂市

事業所名

尼崎市

電話番号

兵庫県明石市二見町南二見２０－２
兵庫県明石市二見町南二見２０－２
兵庫県明石市二見町南二見７－３
兵庫県明石市和坂２－１４－２３
兵庫県赤穂市加里屋１１２０－１２６
兵庫県赤穂市新田字村前５５５－３，４，５４２－１
兵庫県赤穂市西浜北町１０７４－２７

078-944-0066
078-944-0066
078-941-2006
078-925-8005
0791-42-3903
0791-43-9076
0791-42-2292

岡山県貨物運送株式会社 赤穂営業所

兵庫県赤穂市中広字東沖１３５５－１

0791-43-2756

株式会社大通 赤穂
川崎陸送株式会社 赤穂営業所

兵庫県赤穂市南野中字久保４３７番地
兵庫県赤穂市木津字稲荷山１３２５番７２
兵庫県赤穂市有年原字西原２４９（仮換地 西播都市計
画事業有年土地区画整理事業８６街区７）
兵庫県朝来市山東町大月字北谷１１９０－１
兵庫県朝来市和田山町宮田５５１番地
兵庫県朝来市和田山町法道寺字丸山下タ２７－１
兵庫県尼崎市西高洲町２６番１号
兵庫県尼崎市戸ノ内町２－１－４
兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目１８－２１
兵庫県尼崎市稲葉荘４丁目２０－１
兵庫県尼崎市下坂部４－１１９
兵庫県尼崎市額田町１７番５号
兵庫県尼崎市額田町７－２５
兵庫県尼崎市額田町９１－６－２
兵庫県尼崎市丸島町１
兵庫県尼崎市久々知１－１１－５
兵庫県尼崎市久々知３－１２－１３
兵庫県尼崎市久々知西町２－１３－３５
兵庫県尼崎市金楽寺町２－１－４３（２Ｆ）
兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目１５番９号
兵庫県尼崎市元浜町１－７７
兵庫県尼崎市元浜町１－９５
兵庫県尼崎市元浜町１丁目８３番
兵庫県尼崎市元浜町２丁目７番２号
兵庫県尼崎市杭瀬南新町３－２－１
兵庫県尼崎市三反田町２丁目１８－２４

0791-48-0840
0791-48-1505

吉本運送株式会社 赤穂営業所
朝来市

住所

神戸岡田運送株式会社 東播営業所
神戸通運株式会社 東播営業所
株式会社マウス 明石営業所
日本通運株式会社 明石警送課
株式会社ヒダロジスティックス 赤穂営業所
ヤマト運輸株式会社 赤穂支店
西播通運株式会社 赤穂支店

山陰福山通運株式会社 和田山営業所
ヤマト運輸株式会社 和田山支店
株式会社旭運送 和田山支店
株式会社三和総業 本社営業所
株式会社ＴＢシステム 尼崎
冨士運輸株式会社 本社営業所
株式会社カントウ流通 本社営業所
有限会社明優サービス 本社営業所
大東陸運株式会社 本社営業所
株式会社ハート引越センター 尼崎営業所
千里通商株式会社 本社営業所
中央運輸建設株式会社 本社
杉村運送有限会社 本社営業所
尼崎北運送株式会社 本社営業所
株式会社大晃運輸倉庫 本社営業所
都宝産業株式会社 尼崎営業所
大丸運輸株式会社 本社
株式会社近畿道路資材 本社営業所
大陽運輸株式会社 尼崎営業所
尼崎南運輸株式会社 本社営業所
セオ運輸株式会社 元浜事業所
大同商運株式会社 尼崎営業所
株式会社原岡運送店 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。
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0791-49-2851
079-676-2923
079-673-2923
079-673-2300
06-6423-9366
06-6494-0037
06-6416-2261
06-6417-4100
06-6491-9000
06-6499-7022
06-7711-0811
06-6467-0140
06-6419-0191
06-6493-2365
06-6499-1896
06-6429-1226
06-6488-3567
06-6481-7755
06-6418-3771
06-6416-7792
06-6413-8854
06-6416-6125
06-6488-7555
06-6426-1212

主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、鉄鋼・金属製品、輸
送機械・輸送機械部品

市区郡名

事業所名

住所

明雪運輸株式会社 尼崎共同配送センター
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 尼崎共配センター
有限会社森運輸 本社営業所
株式会社ＭＤロジス西日本サービス 猪名寺営業所
日本通運株式会社 阪神支店尼崎営業課
日本郵便株式会社 尼崎郵便局
山手物流有限会社 本社営業所
ダイセル物流株式会社 尼崎営業所
梶本運輸倉庫株式会社 本社営業所
ナニワ企業株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 尼崎武庫支店
山村ロジスティクス株式会社 阪神運輸営業所
ケーエルサービス西日本株式会社 尼崎営業所

兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７－３
兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７番
兵庫県尼崎市若王寺３－２３－４３
兵庫県尼崎市小中島１－２４－２６
兵庫県尼崎市昭和通１丁目９－５３
兵庫県尼崎市昭和通２丁目１１－１
兵庫県尼崎市常松１丁目２１番５号
兵庫県尼崎市神崎町１２－４０
兵庫県尼崎市神崎町１２番２８号
兵庫県尼崎市水堂町４－１３－１８
兵庫県尼崎市水堂町４－６３，６４－１
兵庫県尼崎市西向島町１５番１
兵庫県尼崎市西向島町２３１
兵庫県尼崎市西向島町２３１－２ プロロジスパーク尼
和喜輸送株式会社 兵庫営業所
崎４階
ハートランス株式会社 尼崎営業所
兵庫県尼崎市西向島町９３－４
新潟運輸株式会社 尼崎支店
兵庫県尼崎市西向島町９７－３
トールエクスプレスジャパン株式会社 尼崎支店
兵庫県尼崎市西高洲町１６番１９
岡山県貨物運送株式会社 尼崎支店
兵庫県尼崎市西高洲町３０－１
ヤマト運輸株式会社 尼崎東支店
兵庫県尼崎市西川１－３４，他６筆
キユーソーアレスト株式会社 尼崎営業所
兵庫県尼崎市西川１丁目３８番地
ヤマト運輸株式会社 尼崎中央支店
兵庫県尼崎市西長洲町１丁目３番３３号
第一貨物株式会社 尼崎支店
兵庫県尼崎市大高洲町５－５
株式会社ビッグフラッグ 本社
兵庫県尼崎市大庄西町４丁目６番３３号
本庄運送株式会社 尼崎
兵庫県尼崎市大庄中通２－８
センコーエーラインアマノ株式会社 ＫＹＮ関西センター 兵庫県尼崎市大浜町１－１－１９
センコー株式会社 阪神車輌センター
兵庫県尼崎市大浜町１丁目１番１７
ミナト物流株式会社 本社
兵庫県尼崎市大浜町１丁目６０番地
栄運輸工業株式会社 阪神支店
兵庫県尼崎市大浜町２－３
花王ロジスティクス株式会社 尼崎営業所
兵庫県尼崎市大浜町２－３０
富士運輸株式会社 阪神支店
兵庫県尼崎市大浜町２丁目３０番地
酸和運送株式会社 兵庫営業所
兵庫県尼崎市中浜町１番８
ヤマト運輸株式会社 西大阪主管支店
兵庫県尼崎市中浜町２５－４、５、２６－４、５、６
ヤマトボックスチャーター株式会社 西大阪支店
兵庫県尼崎市中浜町２６－１
株式会社三協運輸サービス 尼崎営業所
兵庫県尼崎市猪名寺３－５－２５

※「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。

11／28 ページ

電話番号
06-6498-8880
06-6491-6610
06-6491-0248
06-6498-7704
06-6489-0202
06-6481-1000
06-6431-8531
06-6499-1081
06-6497-2341
06-6437-2279
06-6438-4097
06-4869-7566
06-7634-5675
06-6430-6695
06-4869-8035
06-6413-8231
06-6419-8201
06-6413-9900
06-6492-8241
06-6470-3330
06-6401-1181
06-6409-1200
06-6412-2237
06-6416-1631
06-6430-2021
06-6430-1031
06-6430-3710
06-6417-3231
06-4869-3604
06-6412-6700
06-6412-7406
06-6419-6139
06-6412-5019
06-4961-7714

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、水産品、出版・印刷物

市区郡名

事業所名
アートコーポレーション株式会社 尼崎支店
三菱電機ロジスティクス株式会社 伊丹
中日本マルエス株式会社 尼崎営業所
エヌピー運輸関西株式会社 大阪営業所
福岡運輸株式会社 関西センター
佐川急便株式会社 西宮営業所
株式会社中川工業所 本社営業所
菱化ロジテック株式会社 大阪営業所
株式会社廣商 尼崎営業所

淡路市

伊丹市

日新自動車運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 阪神尼崎センター
西濃運輸株式会社 尼崎支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 尼崎営業所
株式会社ジャストタイム 関西支店
中谷機工株式会社 本社営業所
堀部運送株式会社 本社営業所
中日本マルエス株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 尼崎北支店
成山運輸株式会社 本社営業所
株式会社引越社 西宮営業所
株式会社引越社 尼崎営業所
明雪運輸株式会社 尼崎営業所
テーエス運輸株式会社 尼崎営業所
株式会社サカイ引越センター 尼崎支社
ヤマト運輸株式会社 尼崎武庫之荘センター
株式会社杉孝 尼崎営業所
佐川急便株式会社 東神戸営業所
揖斐川工業運輸株式会社 尼崎営業所
トナミ運輸株式会社 尼崎支店
ヤマト運輸株式会社 北淡路支店
佐川急便株式会社 淡路島営業所
株式会社ショーゼン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊丹荒牧センター
株式会社エフ・エー・トラック 本社営業所

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

住所
兵庫県尼崎市潮江５丁目４番１７号
兵庫県尼崎市塚口本町８－１－１
兵庫県尼崎市鶴町７番地の８
兵庫県尼崎市東園田町８－２２－１
兵庫県尼崎市東海岸町１３－２
兵庫県尼崎市東海岸町１９－１
兵庫県尼崎市東海岸町２３－２
兵庫県尼崎市東海岸町９番地１
兵庫県尼崎市東海岸町地先 尼崎東海岸町港運共同事業
体２Ｆ
兵庫県尼崎市東塚口町２－４－６５
兵庫県尼崎市道意町５－４１－１
兵庫県尼崎市道意町７－１８
兵庫県尼崎市道意町７－１８
兵庫県尼崎市南城内５２－２
兵庫県尼崎市南清水３７－２０
兵庫県尼崎市南塚口町２－１２－２１
兵庫県尼崎市南塚口町４丁目３番２３号
兵庫県尼崎市南塚口町８－１０１３
兵庫県尼崎市南武庫之荘１１－９－４
兵庫県尼崎市南武庫之荘７丁目２２番２２号
兵庫県尼崎市南武庫之荘７丁目２２番２２号
兵庫県尼崎市尾浜町１丁目１５３番２
兵庫県尼崎市扶桑町１番３６号
兵庫県尼崎市武庫町１－３２－２１
兵庫県尼崎市武庫之荘７丁目１２０
兵庫県尼崎市平左衛門町２０番地
兵庫県尼崎市平左衛門町７－１
兵庫県尼崎市北初島町１８－２
兵庫県尼崎市北初島町１８－３
兵庫県淡路市久留麻字神田２０１７－１
兵庫県淡路市志筑新島３－１
兵庫県淡路市木曽下字西ノ久保１６２－３
兵庫県伊丹市荻野６丁目４９番１
兵庫県伊丹市岩屋１丁目７番８号
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電話番号
06-6424-0123
06-6491-4025
06-6412-2925
06-6497-2660
06-6409-6025
06-6409-0950
06-6409-0127
06-6409-1276
06-6409-0510
06-6429-2534
06-6416-9051
06-4802-3028
06-6430-2111
06-6480-5748
06-6492-1015
06-6429-1290
06-6429-2306
06-6422-3351
06-6438-6255
06-6438-9811
06-6438-9800
06-6426-9357
06-6481-7706
06-6432-1771
06-4962-5861
06-6430-2180
06-6430-1600
06-6488-8567
06-6488-8870
0799-74-5578
0799-62-4343
0799-62-6828
072-787-6506
072-744-2401

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

丸進運輸株式会社 伊丹
アールライン株式会社 本社営業所
丸徳運輸株式会社 本社営業所
大阪サンヱー物流株式会社 伊丹営業所
キユーソーティス株式会社 伊丹
株式会社ヴィヴィロジスティクス 本社
株式会社中国トラック 阪神営業所
株式会社トータルテクノサービス 伊丹
前原運送株式会社 本社営業所
和晃運輸株式会社 伊丹営業所

小野市

兵庫県伊丹市岩屋１丁目８－２７
兵庫県伊丹市岩屋一丁目８番２７号
兵庫県伊丹市桑津１丁目２９６－４
兵庫県伊丹市口酒井２丁目３番３０号
兵庫県伊丹市口酒井３－３－２５
兵庫県伊丹市荒牧１－１－４
兵庫県伊丹市荒牧３丁目１８－４
兵庫県伊丹市昆陽８丁目２１－１
兵庫県伊丹市昆陽南４丁目１－５４
兵庫県伊丹市昆陽南５－１－４３
兵庫県伊丹市昆陽北１－１－１ 住友電気工業株式会社
北港運輸株式会社 伊丹支店
伊丹製作所内
中村運送サービス有限会社 本社営業所
兵庫県伊丹市寺本東１丁目５番５号
ヤマト運輸株式会社 伊丹有岡神津センター
兵庫県伊丹市森本１丁目２１２－１，２１２－２
長洲通商株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市森本５丁目１０５番地
名古屋東部陸運株式会社 ダイハツ営業所
兵庫県伊丹市森本７丁目１０８－１
佐川急便株式会社 伊丹
兵庫県伊丹市森本７丁目６８
和光物流株式会社 伊丹営業所
兵庫県伊丹市瑞ヶ丘１丁目１６番１－１０５号
栄進急送株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市西野１丁目８番地２
ウエストアクティブトランスポート株式会社 伊丹営業所 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３番地
島中商事株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市南野３丁目７番７号
ヤマト運輸株式会社 池田支店
兵庫県伊丹市北伊丹５丁目２８番３，４，７，８，９
合田運送株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市北伊丹６－６２
森脇運送株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市北伊丹７－６９－１
兵庫県伊丹市北伊丹８丁目２０４番地 日水物流（株）
マンナ運輸株式会社 伊丹営業所
２階
株式会社福富運送 本社
兵庫県伊丹市北河原３丁目２番２９号
藤岡倉庫運輸工業株式会社 本社営業所
兵庫県伊丹市北河原３丁目３番４号
豊能運送株式会社 阪神物流センター
兵庫県伊丹市北河原５丁目３番８号
ヤマト運輸株式会社 伊丹西支店
兵庫県伊丹市野間字野間ノ角１２４－１，１２５－１
株式会社ナスコ 伊丹営業所
兵庫県伊丹市野間北３丁目３番１３号
エーエルプラス株式会社 阪神営業所
兵庫県伊丹市野間北三丁目１２番３１号
トールエクスプレスジャパン株式会社 三木小野支店
兵庫県小野市樫山町後ノ谷１４７１－４０
谷川運輸倉庫株式会社 小野営業所
兵庫県小野市樫山町字大谷１４８７－１９
ヤマト運輸株式会社 小野支店
兵庫県小野市広渡町字道ノ下８２０－１
三平運送株式会社 本社営業所
兵庫県小野市高田町１８３６番地の１３７

※「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
072-782-8000
072-767-7039
072-782-4840
072-770-8600
072-775-2005
072-771-8828
072-775-0191
072-768-7017
072-777-2660
072-771-2121
072-781-3314
072-777-6039
072-770-4039
072-773-8844
072-773-7611
072-777-5246
072-772-5725
072-784-2731
078-965-2828
072-773-5504
0570-200-760
072-778-1134
072-782-3395
072-770-8300
072-782-0606
072-782-2893
072-772-5900
072-783-0555
072-784-5500
072-783-6242
0794-63-2001
0794-63-7701
0794-63-9676
0794-63-1123

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加古川市

事業所名
関西急送株式会社 東播営業所
株式会社シーエックスカーゴ 小野営業所
カトーレック株式会社 小野営業所
有限会社尾上運送 関西営業所
冨士運輸株式会社 小野営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 北播支店
株式会社シンクラン 加古川
株式会社東灘カーゴ 加古川営業所
日本郵便株式会社 加古川郵便局
株式会社長谷川運輸 本社営業所
福田運輸株式会社 本社営業所
株式会社Ｋａｎａｅ Ｌｉｎｅ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加古川神吉支店
有限会社スクラム 本社営業所
和光物流株式会社 本社営業所
三喜株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加古川尾上支店
株式会社シンリク 本社営業所
株式会社三和総業 加古川営業所
トナミ運輸株式会社 加古川支店
西鉄運輸株式会社 加古川支店
日東運輸株式会社 加古川営業所
高砂通運株式会社 本社営業所
菱高運輸株式会社 本社営業所
三輪貨物自動車株式会社 加古川営業所
ますもと運輸株式会社 加古川営業所
株式会社トーショー 加古川営業所
福岡運輸株式会社 高砂営業所
木庭運送株式会社 本社営業所
佃運輸株式会社 加古川営業所
弘洋定温運輸有限会社 本社営業所
小南運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 加古川東支店
日本通運株式会社 加古川事業所

※「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
兵庫県小野市高田町字野山１８３８－２
兵庫県小野市高田町字野山１８３８－２
兵庫県小野市匠台１９
兵庫県小野市匠台７０－１０
兵庫県小野市片山町１６３１
兵庫県小野市万勝寺町字中山８９６番地
兵庫県加古川市加古川町粟津字カニカゼ８１５
兵庫県加古川市加古川町美乃利字羽坂３５９番１
兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
兵庫県加古川市志方町横大路字梅ノ坊６４０－２
兵庫県加古川市志方町西中１１１－１
兵庫県加古川市西神吉町鼎８４８
兵庫県加古川市東神吉町升田字千原９０６番、８９２番
３
兵庫県加古川市八幡町野村８４－１
兵庫県加古川市尾上町旭３丁目１５－２
兵庫県加古川市尾上町安田３８５番地の３
兵庫県加古川市尾上町今福字前田３５６番１
兵庫県加古川市尾上町池田１８７４番地の５
兵庫県加古川市尾上町池田１８７７－１
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－１
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－７
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１９４９－３
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓２０３０－１
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓２０７５
兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓２２１７－２
兵庫県加古川市尾上町養田１４０２－１、１４０１－３
兵庫県加古川市尾上町養田２丁目７７番地
兵庫県加古川市尾上町養田６９４－１
兵庫県加古川市尾上町養田字１５６２－１
兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓１５３８
兵庫県加古川市平岡町一色１３７－４
兵庫県加古川市平岡町一色３８２
兵庫県加古川市平岡町高畑字乾角４５１－３，４
兵庫県加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３２０－１
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電話番号
0794-63-0121
0794-63-7223
0794-63-8200
0794-64-9155
06-6416-2261
0794-67-2381
079-423-1650
079-425-8001
079-422-3381
079-448-8019
079-453-0777
079-431-4916
079-434-5116
079-438-5452
079-425-5984
079-453-5366
079-425-5935
079-423-3266
079-421-3167
079-423-1073
079-429-6517
079-424-0324
079-423-0861
079-423-2033
079-424-8467
079-420-0567
079-456-6061
079-456-6531
079-424-2635
0794-24-6817
079-437-3024
079-435-0718
079-422-0996
079-424-6791

主な輸送品目（任意掲載）

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 加古川航空営業
所
ヤマト運輸株式会社 加古川南支店
株式会社カネツボ 本社
福山通運株式会社 加古川支店
姫路合同貨物自動車株式会社 ニッケ配送センター
木下運輸株式会社 本社営業所
木下物流有限会社 本社営業所
愛運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 加古川支店
大阪サンヱー物流株式会社 加古川
加古川合同運送株式会社 本社営業所

加西市

ヤマト運輸株式会社 加古川支店
国田運送有限会社 本社営業所
勇和運輸株式会社 本社
株式会社ラパサービス 加西営業所
株式会社スカイ 本社営業所
加西合同貨物自動車株式会社 本社営業所
山栄運輸株式会社 本社
坂本運送株式会社 本社営業所
ミフネトランスポート株式会社 加西営業所
アキタ株式会社 加西営業所
平田運輸株式会社 本社営業所
小路運輸株式会社 本社営業所
ヨコモリ運輸株式会社 関西営業所
西濃運輸株式会社 加西支店
福山通運株式会社 加西支店
ヤマト運輸株式会社 加西支店
東郷運送株式会社 本社営業所
淡路共正陸運株式会社 加西営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 加西営業所
播州商運倉庫株式会社 北条営業所
株式会社大島産業 関西営業所
株式会社佐幸物流 本社営業所
株式会社ＦＬＩＮＥ 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

電話番号

兵庫県加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３３１番６

079-425-0595

兵庫県加古川市平岡町中野字神中２２９－１・２３１
兵庫県加古川市平岡町土山６２３－１
兵庫県加古川市平岡町土山字禰宜ケ市９０９－１
兵庫県加古川市米田町船頭４４０番地
兵庫県加古川市別府町西脇２－６
兵庫県加古川市別府町西脇２丁目６番地
兵庫県加古川市野口町水足１５１９－１
兵庫県加古川市野口町水足字寸倍石４８－１
兵庫県加古川市野口町北野４３０－４
兵庫県加古川市野口町北野字出口４７６－１，４７４－
１
兵庫県加古川市野口町良野字中地９６７
兵庫県加西市下道山町６２０
兵庫県加西市三口町１１４３番地の１
兵庫県加西市山下町２３４９－８
兵庫県加西市倉谷町１０３７番地の１
兵庫県加西市倉谷町１０３７番地の１
兵庫県加西市中野町８８６番地２－２０２
兵庫県加西市朝妻町字芝田河原７１４－３
兵庫県加西市殿原町４２５番地の１
兵庫県加西市殿原町字五反田４４１－１
兵庫県加西市田原町宮ノ谷３１７９－２５
兵庫県加西市東剣坂町４０６－１
兵庫県加西市畑町２２８４－１
兵庫県加西市繁昌町字小谷ノ上乙３４１
兵庫県加西市繁昌町字新池尻乙２３２
兵庫県加西市繁昌町字南ノ岡乙４，５
兵庫県加西市繁昌町字南ノ岡乙７０－３
兵庫県加西市繁昌町字南ノ岡乙８－３
兵庫県加西市豊倉町字山之谷１２６１－２４
兵庫県加西市北条町古坂七丁目１５５番地２０３号
兵庫県加西市北条町東南２０６－１２
兵庫県加西市北条町東南２０６－１２
兵庫県加西市北条町北条５５８番５

079-436-7233
078-942-8516
078-942-3851
079-432-8398
079-435-4411
079-435-1623
079-426-7233
0794-24-5551
079-429-6466
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079-424-5955
080-6609-1280
0790-44-0263
0790-38-0432
0790-46-8202
0790-48-4352
0790-48-2725
0790-49-1337
0790-47-8021
0790-44-8881
0790-44-8860
0790-49-0111
0790-46-1686
0790-43-1661
0790-49-2288
0790-49-2211
0790-49-3336
0790-49-2567
0790-49-3600
0790-47-0900
0790-49-1750
0790-43-1125
0790-43-1125
0790-35-8858

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加東市

川西市

篠山市

事業所名

住所

阪神トランスポート株式会社 加西営業所
佐川急便株式会社 加西営業所
長福運送株式会社 東条営業所
大虎運輸株式会社 ひょうご東条営業所
株式会社盛運 兵庫営業所
都宝産業株式会社 滝野営業所

兵庫県加西市網引町字丸山２００１番４０
兵庫県加西市網引町字丸山２００１番５３
兵庫県加東市横谷字菊沢１０５－１，１０６
兵庫県加東市横谷字南山４７１－１７１
兵庫県加東市下三草字北カチ４４６
兵庫県加東市下滝野１丁目１３２－２－１０１
兵庫県加東市河高字黒石３５５－３５ 王子コンテナー
東亜貨物株式会社 滝野営業所
（株）兵庫工場内
佐川急便株式会社 社営業所
兵庫県加東市喜田１－３－１
姫路合同貨物自動車株式会社 滝野営業所
兵庫県加東市高岡字庚申裏４５０
大阪第一物流株式会社 兵庫営業所
兵庫県加東市社５０８－４
ヤマト運輸株式会社 加東支店
兵庫県加東市社字防ノ下１３４０－１
大和物流株式会社 兵庫営業所
兵庫県加東市上中３丁目５１
第一貨物株式会社 兵庫支店
兵庫県加東市西古瀬字サヨ田８７６
セイノースーパーエクスプレス株式会社 社貨物センター 兵庫県加東市東古瀬１２４－１
ヤシロ運輸株式会社 本社営業所
兵庫県加東市東古瀬字石橋６９－２
もりか運送株式会社 東条営業所
兵庫県加東市南山６丁目５番地７号
テック物流株式会社 関西営業所
兵庫県加東市南山６丁目６－３
辻運輸株式会社 加東営業所
兵庫県加東市南山６丁目８番地５号
平木運送株式会社 本社営業所
兵庫県加東市平木字上南１６３－１
伊丹陸運株式会社 本社
兵庫県川西市加茂６－１１５－１
株式会社ミツワサービス 本社
兵庫県川西市久代１－１３－１７
日本通運株式会社 伊丹川西営業課
兵庫県川西市久代３－１２－１６
植田運送株式会社 本社営業所
兵庫県川西市久代４丁目２－６
有限会社邦誠 本社営業所
兵庫県川西市出在家町３番３号
ヤマト運輸株式会社 川西支店
兵庫県川西市西多田字上佃１１－１
株式会社東海車輌 大阪営業所
兵庫県川西市東久代１－３３１－１０
愛知車輌興業株式会社 大阪営業所
兵庫県川西市東久代１－３３１－１０
トヨタ輸送株式会社 伊丹営業所
兵庫県川西市東久代１－３３７－１
西日本ダイハツ運輸株式会社 本社
兵庫県川西市東久代１丁目３３１番地１０
株式会社喜谷運送サービス 本社営業所
兵庫県川西市萩原１丁目１９９番１
株式会社飯尾運輸 本社営業所
兵庫県川西市矢問１－１３－３０
有限会社大上運送 本社営業所
兵庫県篠山市今田町下立杭３２３－２
ヤマト運輸株式会社 篠山支店
兵庫県篠山市吹新字中ノ坪５８番地２、５９番地２
ヤマト運輸株式会社 篠山河原町センター
兵庫県篠山市西岡屋字ミドロノ坪甲７６

※「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
0790-49-9550
0790-49-3500
0795-47-1160
0795-47-1522
0795-42-6200
0795-48-4912
0795-48-0778
0795-42-6606
0795-48-5440
0795-43-9025
0795-42-1258
0795-42-7661
0795-43-8118
0795-42-3723
0795-42-1086
0795-40-7500
0795-47-6780
0795-47-5577
0795-45-0013
072-755-6611
072-756-8300
072-759-6362
072-767-7553
072-756-6558
072-792-6608
072-755-5891
072-755-6199
072-755-1701
072-755-0571
072-759-0962
072-793-1856
079-597-3101
079-590-1570
0795-52-5123

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

三田市

宍粟市

高砂市

洲本市

事業所名
有馬運輸株式会社 中兵庫支店
有限会社武元重機 本社
株式会社飯尾運輸 篠山営業所
佐藤運輸倉庫株式会社 三田営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 三田営業所
ヤマト運輸株式会社 三田テクノパークセンター
ＭＤロジス商品サービス 三田営業所
有馬運輸株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 三田営業所
阪神物流サービス株式会社 三田営業所
株式会社大阪西物流 神戸北営業所
ヤマト運輸株式会社 三田支店
有限会社森下運送 山崎営業所
西兵庫トランスポート株式会社 本社営業所
有限会社丸福物流サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 山崎支店
三星運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高砂支店
日本通運株式会社 キッコーマン事業所
株式会社合通 高砂配送センター
株式会社西物流兵庫 高砂営業所
株式会社メイカ 本社営業所
浪速通運株式会社 高砂支店
柳田運輸株式会社 高砂営業所
高砂輸送サービス株式会社 本社営業所
日通兵庫運輸株式会社 加古川事業所
姫路合同貨物自動車株式会社 高砂営業所
曽根運送株式会社 本社営業所
株式会社日笠運送 本社営業所
前田運送株式会社 本社営業所
塩谷運輸建設株式会社 本社営業所
株式会社近貨 播磨営業所
ヤマト運輸株式会社 洲本支店
トールエクスプレスジャパン株式会社 淡路支店
四国西濃運輸株式会社 淡路営業所

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

住所
兵庫県篠山市長安寺門前坪３２－１
兵庫県篠山市藤之木５２８－２
兵庫県篠山市日置２７５番地１
兵庫県三田市テクノパーク１４－５
兵庫県三田市テクノパーク１９－１
兵庫県三田市下相野字薬師尾１４１８番地１７
兵庫県三田市三輪２丁目３番３３号
兵庫県三田市中町２－１０
兵庫県三田市中内神字蛇谷９４８－８
兵庫県三田市中内神字蛇谷９４８－８
兵庫県三田市南ヶ丘２丁目３－４
兵庫県三田市福島字宮野前５０１－５５
兵庫県宍粟市山崎町五十波１０３番１
兵庫県宍粟市山崎町御名３３６
兵庫県宍粟市山崎町川戸１８４１番地
兵庫県宍栗市山崎町今宿字鴻野２４９番１
兵庫県高砂市荒井町小松原１－１８－１１
兵庫県高砂市荒井町小松原１丁目１４番６
兵庫県高砂市荒井町新浜１－１－１ キッコーマン内
兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目１２番３４号
兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目１２番４５号
兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目１５－２５
兵庫県高砂市高砂町栄町１０５
兵庫県高砂市高砂町字向島町１４７４－２３
兵庫県高砂市高砂町南材木町２４－１
兵庫県高砂市高砂町浜田町２丁目１４－３０
兵庫県高砂市神爪１丁目１１番３３号
兵庫県高砂市曽根町１２９１－１
兵庫県高砂市曽根町１７７７
兵庫県高砂市中筋５－１０－１０
兵庫県高砂市梅井５－４－１
兵庫県高砂市米田町米田１１３４番地の２４
兵庫県洲本市下加茂１－６５４－１
兵庫県洲本市金屋字寺田１１４８－１
兵庫県洲本市桑間字下フケ４２１番１
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電話番号
079-596-0369
079-554-5990
079-555-2010
079-568-6169
079-568-5090
079-568-7251
079-562-6186
079-562-6781
079-567-6260
079-553-9800
078-983-5920
079-563-5704
0790-62-8700
0790-63-2007
0790-64-1250
080-5044-9058
079-442-2451
079-442-7668
0794-42-1646
079-442-5237
0794-44-5007
079-442-3566
079-443-5060
079-443-4365
079-444-2402
0794-43-3462
079-451-7288
079-447-5181
079-447-1667
079-447-0546
079-447-0751
079-432-0086
0799-24-1701
0799-24-6151
0799-22-8876

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

宝塚市

たつの市

事業所名
淡路通運株式会社 本社営業所
四国福山通運株式会社 洲本営業所
株式会社旭 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 宝塚支店
北勢運送株式会社 宝塚営業所
ケイエム運輸有限会社 本社営業所
株式会社ユービーエム 宝塚営業所
ヤマト運輸株式会社 宝塚南支店
ヤマト運輸株式会社 宝塚高司センター
株式会社ユタカ 宝塚営業所
ヤマト運輸株式会社 宝塚東支店
佐川急便株式会社 宝塚営業所
常磐運輸株式会社 本社
株式会社新宮運送 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 西播営業所
福山通運株式会社 龍野営業所

丹波市

株式会社龍野塩回送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 たつの支店
株式会社日立物流西日本 兵庫営業所
株式会社ＩＳＣ 本社営業所
株式会社石原商会 本社営業所
株式会社ロジネクス 姫路支店
日東運輸株式会社 龍野営業所
佐川急便株式会社 たつの営業所
誠和梱枹運輸株式会社 たつの
株式会社三洋運輸 本社営業所
株式会社イボキン 本社営業所
株式会社シンクラン 竜野営業所
山陽自動車運送株式会社 竜野営業所
信栄運輸株式会社 龍野営業所
岡山西部運輸株式会社 兵庫支店
龍野運送株式会社 龍野営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 福知山営業所
西濃運輸株式会社 福知山営業所

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

住所
兵庫県洲本市上内膳字太田４２５－６
兵庫県洲本市上内膳字大もん３９６－１
兵庫県洲本市納３１９－１
兵庫県宝塚市安倉南４－３８４，３８５，３８６
兵庫県宝塚市安倉北２－１８４０－１
兵庫県宝塚市亀井町１１－３３
兵庫県宝塚市亀井町１２－４０号
兵庫県宝塚市口谷東３丁目９４番地１、９４番地２
兵庫県宝塚市高松町１２２番地
兵庫県宝塚市山本丸橋４丁目６１－５
兵庫県宝塚市中筋６－９４－１，１１４－１，１１６
兵庫県宝塚市中筋６丁目１－２２
兵庫県たつの市新宮町新宮字元町１０６８－３４
兵庫県たつの市新宮町大屋６６８－１２
兵庫県たつの市神岡町大住寺字小山７６－１
兵庫県たつの市揖西町小畑亀ケ坪１０６－１，１０６－
５・土師字梶ケ谷９８２－８
兵庫県たつの市揖西町小畑字亀ヶ坪９５番地の２
兵庫県たつの市揖西町中垣内字前田乙３０－１
兵庫県たつの市揖西町長尾３００－２
兵庫県たつの市揖西町土師１丁目１０４番地
兵庫県たつの市揖西町土師１丁目１０４番地
兵庫県たつの市揖西町土師１丁目９番地
兵庫県たつの市揖西町土師２丁目５０番地
兵庫県たつの市揖西町土師６９－１０
兵庫県たつの市揖西町南山３丁目３８
兵庫県たつの市揖西町龍子４２１－３１
兵庫県たつの市揖保川町正條字永崎３７９番地１－２
兵庫県たつの市揖保川町片島字千原９６２－３
兵庫県たつの市揖保町山下字川田２２０－４
兵庫県たつの市龍野町大道字大町９５－３
兵庫県たつの市龍野町大道字別荘４０番１
兵庫県たつの市龍野町片山４７７－１
兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２番１
兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２番１
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電話番号
0799-22-0635
0799-24-1264
0799-24-2310
0797-86-1053
0797-87-5401
0797-71-8990
0797-77-6301
0797-82-0461
0797-71-7062
0797-82-1505
0797-89-9687
0797-80-2421
0791-75-3883
0791-75-1212
0791-65-2195
0791-66-1222
0791-66-2255
0791-66-1154
0791-64-8871
0791-64-8670
0791-64-8670
0791-66-1401
0791-66-3050
0791-66-2221
0791-72-8811
0791-66-2668
0791-72-7337
0791-72-6296
0791-67-8224
0791-62-2339
0791-64-0277
0791-62-1025
0795-80-8118
0795-86-1188

主な輸送品目（任意掲載）

食料品、農産物、水産品

市区郡名

事業所名
協栄運輸株式会社 本社営業所
日通氷上運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 市島センター
株式会社ジェイエヌ 本社
石見サービス株式会社 本社営業所
株式会社ミツワサービス 柏原支店
ヤマト運輸株式会社 丹波支店

西宮市

電話番号
0795-85-0502
0795-70-3580
0795-70-3671
0795-72-1051
0795-72-3111
0795-72-1041
0795-82-5835

三光運輸株式会社 氷上営業所
氷上急行運輸倉庫株式会社 本社営業所
氷上運送有限会社 本社営業所
氷上物流株式会社 本社営業所
大伸急行有限会社 本社
兵庫エクスプレス株式会社 本店
株式会社西吾建設 加陽営業所
ヤマト運輸株式会社 豊岡北支店
佐川急便株式会社 豊岡営業所
有限会社中田建材 本社営業所
株式会社吉田組 本社営業所
山陰福山通運株式会社 豊岡営業所
日本通運株式会社 豊岡警送課
日本通運株式会社 豊岡営業課
日本郵便株式会社 豊岡郵便局

兵庫県豊岡市泉町３－２７

0796-23-0265

株式会社日高興産運輸 本社営業所
株式会社中川建材 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊岡支店
シモハナ物流株式会社 甲子園
シモハナ物流株式会社 神戸営業所
株式会社ケーイング 西宮営業所
株式会社佳田トランスポート 本社営業所
ヤマトマルチチャーター株式会社 兵庫
丸善海陸運輸株式会社 関西支店
姫路合同貨物自動車株式会社 北神戸営業所
大陽運送株式会社 北神営業所

兵庫県豊岡市日高町久斗７５
兵庫県豊岡市日高町山本１２３番地の１
兵庫県豊岡市木内字戸細２０８
兵庫県西宮市甲子園浜３丁目１
兵庫県西宮市甲子園浜３丁目１
兵庫県西宮市今津西浜町２番６９号
兵庫県西宮市今津野田町５－５
兵庫県西宮市山口町下山口丸山１６１５番１
兵庫県西宮市山口町下山口字西山１３１８番地１
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目５７番
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３－１１

0796-42-1193
0796-42-4319
080-5531-7732
0798-44-3455
0798-44-3477
0798-36-7788
0798-39-0688
078-903-5980
078-907-1801
078-595-8009
078-903-0088

株式会社キタノライン 本社

豊岡市

住所
兵庫県丹波市市島町上竹田９３番地１
兵庫県丹波市春日町黒井５５６
兵庫県丹波市春日町七日市５９３
兵庫県丹波市柏原町挙田字三反田１２７
兵庫県丹波市柏原町拳田字タカシボラ１３６
兵庫県丹波市柏原町柏原２１５２番地の１
兵庫県丹波市氷上町横田字三反田３３８－３
兵庫県丹波市氷上町成松字西中坪２７番地２、７８番地
１
兵庫県丹波市氷上町石生字百々田２２９９－１
兵庫県丹波市氷上町氷上６２
兵庫県丹波市氷上町氷上字下川３３９
兵庫県丹波市氷上町氷上字六反田２３－１
兵庫県丹波市氷上町氷上蓮花田９、１０、１０－１
兵庫県豊岡市下陰３９７番地の９
兵庫県豊岡市加陽１３７８
兵庫県豊岡市幸町５番６号
兵庫県豊岡市江本字上友田４９３－１
兵庫県豊岡市江本字東若子５２１番地の１
兵庫県豊岡市小田井町８番３４号
兵庫県豊岡市上佐野字アラワ１６４０
兵庫県豊岡市上佐野字池畑１６８０－５
兵庫県豊岡市上佐野字池畑１６８０－５

※「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）

0795-86-8222
0795-80-4530
0795-82-1447
0795-82-1018
0795-82-3868
0795-82-1056
0796-20-1231
0796-23-7850
0796-24-1021
0796-24-6100
0796-23-7658
0796-23-3789
0796-29-3292
0796-22-3165
0796-22-5381
出版・印刷物、鉄鋼・金属製品、
紙・紙加工品

市区郡名

事業所名
株式会社ランテック 関西支店
ヤマト運輸株式会社 兵庫主管支店
ヤマト運輸株式会社 西宮山口支店
協伸運輸株式会社 西宮営業所
味の素物流株式会社 西日本営業所
松下運輸株式会社 関西営業所
アートコーポレーション株式会社 神戸北支店
阪神デーリー運輸株式会社 本社営業所
兵庫トランスポート株式会社 本社営業所
阪神ロジテム株式会社 西宮第一営業所
神戸山口運送株式会社 西宮営業所
井阪運輸株式会社 西宮営業所
楠原輸送株式会社 大阪営業所
株式会社西宮髙速運輸 本社
恩地製氷株式会社 西宮浜
株式会社丸菱運輸 西宮浜営業所
西宮貨物運輸株式会社 本社
紙工サービス株式会社 本社営業所
第一運輸作業株式会社 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 神戸営業所
株式会社宮田運輸 西宮営業所
ヤマト運輸株式会社 芦屋支店
有限会社和宗運輸 本社営業所
久保運輸株式会社 本社営業所
塩屋運輸株式会社 本社営業所
株式会社太閤通商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西宮支店
ヤマト運輸株式会社 西宮東支店
アートコーポレーション株式会社 西宮営業所
株式会社関西流通 本店営業所
倉敷運輸株式会社 西宮営業所
ヤマト運輸株式会社 西宮甲子園支店
株式会社ブレックス 西宮営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 西宮営業所
間口バリュートランス株式会社 西宮営業所

※「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
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３－５－３
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３－５－４
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３丁目２４番
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３丁目２５
兵庫県西宮市山口町阪神流通センター３丁目３番４号
兵庫県西宮市山口町上山口２０１２番６
兵庫県西宮市山口町上山口２丁目１８番３１号
兵庫県西宮市上甲子園４丁目７番３１号
兵庫県西宮市西宮浜１－４０－１
兵庫県西宮市西宮浜１丁目１－４
兵庫県西宮市西宮浜１丁目４３
兵庫県西宮市西宮浜２－１０－１
兵庫県西宮市西宮浜２－１－４
兵庫県西宮市西宮浜２－１８－１
兵庫県西宮市西宮浜２－３５－３
兵庫県西宮市西宮浜２－３６－２Ｆ
兵庫県西宮市西宮浜２－３８
兵庫県西宮市西宮浜２－７－４
兵庫県西宮市西宮浜２丁目１１番地１
兵庫県西宮市西宮浜２丁目３５－４
兵庫県西宮市西宮浜２丁目３６番
兵庫県西宮市西宮浜２丁目３８
兵庫県西宮市西宮浜２丁目５番地
兵庫県西宮市西宮浜３丁目２番４号
兵庫県西宮市西宮浜３丁目２番地３
兵庫県西宮市西宮浜３丁目３４番
兵庫県西宮市大社町１
兵庫県西宮市大森町６６、６７、６８
兵庫県西宮市中須佐町３－２
兵庫県西宮市中島町９－２０
兵庫県西宮市朝凪町１－５０
兵庫県西宮市津門川町５３番３
兵庫県西宮市津門大箇町４－２７
兵庫県西宮市津門飯田町２－１１７
兵庫県西宮市東町１丁目９－１２
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電話番号
078-903-3111
078-903-5004
078-903-3266
078-903-4444
078-903-3213
078-904-1572
078-907-3535
0798-22-3806
0798-23-1527
0798-37-1051
0798-32-1008
0798-33-0135
0798-33-7121
0798-35-2212
0798-26-7708
0798-23-2277
0798-33-5445
0798-33-3617
0798-38-8160
0798-39-0395
0798-23-9155
0798-36-0272
0798-36-8526
0798-33-3939
0798-33-3516
0798-36-8031
0798-75-6691
0798-66-5436
0798-36-0123
0798-66-1865
0798-36-9936
0570-200-760
0798-37-1777
0798-64-0978
078-857-0894

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

西脇市

姫路市

事業所名
江坂運輸株式会社 西宮・鳴尾浜
齋藤運送株式会社 本社営業所
ハーコブ株式会社 大阪支店
株式会社西日本トランスポート 西宮営業所
株式会社スマート・ロジ 本社営業所
新三興物流株式会社 西宮営業所
柳田運輸株式会社 西宮営業所
福岡運輸株式会社 大阪支店
日本チルド物流株式会社 関西事業所
株式会社ジーウエスト 鳴尾浜営業所
ヤマト運輸株式会社 西宮鳴尾支店
株式会社ランテック 西宮支店
間口ランドサービス株式会社 神戸営業所
髙山運輸株式会社 阪神営業所
株式会社ヨシダ商事運輸 本社営業所
テック物流株式会社 本社営業所
株式会社富士栄 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西宮鷲林寺センター
株式会社ＮＢＳロジソル 兵庫営業所
飛田運送株式会社 本社
姫路合同貨物自動車株式会社 西脇営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 西脇支店
株式会社ロジネクス 関西支店営業所
日本通運株式会社 西脇事業所
ヤマト運輸株式会社 西脇支店
株式会社ヒガシトゥエンティワン 堺ロジネット事業部西
脇グループ
カンリクＥＸＰＲＥＳＳ関西株式会社 姫路第１ＤＣ
山陽運輸株式会社 本社営業所
株式会社領南運輸 姫路営業所
有限会社丸福物流サービス 姫路北営業所
姫路運送株式会社 本社
東姫産業有限会社 本社営業所
富士運輸株式会社 姫路支店
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 姫路営業所

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

住所

電話番号

兵庫県西宮市鳴尾浜１－２－５
兵庫県西宮市鳴尾浜１－６－１８
兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２－５
兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２番５号
兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目３番地１１
兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２０番２号
兵庫県西宮市鳴尾浜２－１９
兵庫県西宮市鳴尾浜２－１－９
兵庫県西宮市鳴尾浜２－４０
兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目５番地
兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目７番
兵庫県西宮市鳴尾浜３－５－１
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目１０番１号
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目１７番地１１
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目７－１１
兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目９番１４号
兵庫県西宮市与古道町４－１３
兵庫県西宮市鷲林寺２丁目１３１番１
兵庫県西脇市下戸田字風呂の下１４８番地１
兵庫県西脇市黒田庄町西澤２５４
兵庫県西脇市小坂町字大歳２１０－１
兵庫県西脇市比延町字山原９１５－４
兵庫県西脇市平野町３０２－２
兵庫県西脇市平野町字平見５２２－５
兵庫県西脇市野村町字大日ノ下７９４－１

0798-40-6868
0798-43-1530
0798-48-3303
0798-40-6838
0798-42-8591
0798-22-3521
0798-40-1004
0798-40-2800
0798-81-1228
079-844-5302
0798-44-3060
0798-43-0241
0798-43-3911
0798-81-1521
0798-41-7666
0798-46-2041
0798-33-2025
0798-75-4911
0795-24-5525
0795-28-2456
0795-22-5461
0795-22-3406
079-522-1170
0795-22-3001
0795-24-0761

兵庫県西脇市和田町４８０－１

0795-23-1552

兵庫県姫路市実法寺１００－１
兵庫県姫路市花田町加納原田８９－１
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１丁目１５
兵庫県姫路市安富町狭戸７６６番地の１
兵庫県姫路市延末２９５
兵庫県姫路市花田町加納原田３４１番地－１
兵庫県姫路市花田町加納原田４０５－１
兵庫県姫路市花田町加納原田字柿内２３－３

079-269-1234
079-252-7801
078-303-6644
0790-66-4045
079-221-6261
079-253-9112
079-240-7571
079-253-7170
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

平成運輸有限会社 本社営業所

兵庫県姫路市花田町加納原田字松ケ坪７３９－６
兵庫県姫路市花田町加納原田字東高廻６５８－１，他２
ヤマト運輸株式会社 姫路主管支店
１筆，東高廻シ６６１－１
山陽自動車運送株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市花田町加納原田字東高廻シ６９４－１
全陸運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市花田町加納原田字北条８６４－３
関西名鉄運輸株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市花田町上原田字上ノ茶屋２４２番地７
信栄運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市花田町勅旨字西川原４２６－８
有限会社木下運送店 京口営業所
兵庫県姫路市京口町１１２番地
兵庫県姫路市御国野町国分寺字川端１７８番地１、１８
ヤマト運輸株式会社 姫路東支店
０番地
窪商運株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市広畑区蒲田１－７
株式会社上組 広畑支店
兵庫県姫路市広畑区正門通４－５
上津運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市広畑区正門通４－５
セイノースーパーエクスプレス株式会社 姫路航空営業所 兵庫県姫路市広畑区西夢前台４－１２２－１３１
テーエス運輸株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市広畑区大町３－４５
岡上運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市広畑区長町１－１８－１
株式会社紘宇運輸 本社営業所
兵庫県姫路市広畑区長町１－１８－１
岡山県貨物運送株式会社 兵庫支店
兵庫県姫路市広畑区東夢前台４－７６
日鉄住金物流広畑株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市広畑区富士町１
岡上運輸株式会社 新日鐵構内事業所
兵庫県姫路市広畑区富士町１ 広畑製鉄所構内
姫路商運株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市山吹１－２－３０
有限会社丸福運送店 本社営業所
兵庫県姫路市山吹２丁目１１番１８号
小谷運送株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市山田町南山田字天満谷５０３－１
トールエクスプレスジャパン株式会社 姫路支店
兵庫県姫路市四郷町見野４７７－１
大進運輸株式会社 本社
兵庫県姫路市四郷町見野字岸ノ上５１１－４
アートコーポレーション株式会社 姫路支店
兵庫県姫路市四郷町本郷２０５－１
ヤマト運輸株式会社 姫路北支店
兵庫県姫路市市川台３－１２－３
東洋運輸株式会社 本社
兵庫県姫路市市之郷町４－２４
有限会社エニィシング・ドゥー 本社営業所
兵庫県姫路市勝原区下太田２９６番地１
有限会社花田運輸 本社営業所
兵庫県姫路市勝原区丁字迎田２２７－１
有限会社ウエストジャパン・カーゴ 本社営業所
兵庫県姫路市上手野３７０－１
有限会社御立輸送 本社営業所
兵庫県姫路市上手野字北代３７０－１
姫路合同貨物自動車株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市城東町清水６
姫路合同貨物自動車株式会社 姫路中央営業所
兵庫県姫路市城東町清水６番地
神姫逓送株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市城東町竹之門７２－１
西濃運輸株式会社 姫路支店
兵庫県姫路市飾西７４８－７

※「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。
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電話番号
079-252-0337
079-253-7505
079-253-9900
079-253-3562
079-253-9920
079-253-5820
079-282-3553
080-5018-6351
079-237-5003
079-236-1438
079-236-1405
079-236-5538
079-236-3134
079-236-6611
079-236-7001
079-236-5221
079-236-5332
079-236-3245
079-297-2420
079-297-5656
079-263-2537
079-253-2265
079-253-7220
079-251-0123
079-289-8884
079-282-1188
079-271-3358
079-274-3407
079-293-0171
079-293-0171
079-223-2244
079-223-3881
079-224-5121
079-267-1881

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社シキトウサービス 本社営業所
株式会社ブルーム 本社営業所
名鉄運輸株式会社 姫路支店
黒田運輸株式会社 本社
近物レックス株式会社 姫路支店
内田運輸有限会社 姫路営業所
日通兵庫運輸株式会社 姫路事業所
大一運輸株式会社 本社営業所
谷井運輸株式会社 本社営業所
信栄運輸株式会社 南営業所
日伸運輸株式会社 本社営業所
鉄港運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 姫路港事業所
広畑運輸株式会社 本社営業所
株式会社上組 広畑支店 姫路営業所
福本運輸株式会社 本社営業所
共和運輸工業株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 姫路飾磨支店
菱和運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 姫路南郵便局
柳商店有限会社 本社営業所
関栄運輸株式会社 本社営業所
木下運送株式会社 姫路営業所
北野運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 姫路警送課
大一倉庫株式会社 本社営業所
有限会社小路配送 本社営業所
株式会社山口運送 事業部営業所
東洋テック姫路株式会社 本社
株式会社姫路ロジスティクス 本社営業所
株式会社アオツウ 本社営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 姫路センター
日本郵便株式会社 姫路郵便局
姫路合同貨物自動車株式会社 姫路南営業所

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

住所
兵庫県姫路市飾東町字長這９７３－１
兵庫県姫路市飾東町庄字更池３０３－１
兵庫県姫路市飾東町豊国字松ノ元４－１
兵庫県姫路市飾東町豊国字八反田２４９－１
兵庫県姫路市飾磨区構字東飯田新田１０８３－１
兵庫県姫路市飾磨区今在家１１４４－２
兵庫県姫路市飾磨区今在家１１４６
兵庫県姫路市飾磨区今在家字中葭林新田１１２５－１
兵庫県姫路市飾磨区今在家字葭林新田１１２５
兵庫県姫路市飾磨区妻鹿字乙鶴亀１５４１－１０
兵庫県姫路市飾磨区細江１２８７番地
兵庫県姫路市飾磨区細江１２９４
兵庫県姫路市飾磨区細江字東万歳１２００－４
兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才１２９０－３
兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才地先
兵庫県姫路市飾磨区細江東宮前９７５－３
兵庫県姫路市飾磨区城南町２－４４
兵庫県姫路市飾磨区城南町３－８１－１，２
兵庫県姫路市飾磨区須加２５０
兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
兵庫県姫路市飾磨区中島字庄助新町３４０７
兵庫県姫路市飾磨区入船町２－３
兵庫県姫路市飾磨区入船町７－１－２
兵庫県姫路市神屋町３－３７－４
兵庫県姫路市神屋町３丁目４１
兵庫県姫路市神田町３－５
兵庫県姫路市西今宿２－２－２５
兵庫県姫路市西中島４３３－３
兵庫県姫路市西二階町１番地
兵庫県姫路市西脇１５８０番地の１
兵庫県姫路市青山西２－７－１３
兵庫県姫路市千代田町８４０（三菱電機ロジスティクス
（株） 姫路事業所内）
兵庫県姫路市総社本町２１０
兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－３０－１
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電話番号
079-262-1058
079-253-0519
079-252-7230
079-252-8300
079-234-8665
079-235-9780
079-234-5210
079-235-8135
079-234-3531
079-245-3600
079-233-0831
079-234-5501
079-231-2020
079-234-8855
079-235-5009
079-235-6211
079-239-8181
079-237-9832
079-235-1535
079-233-8201
079-235-4355
079-234-4475
079-234-5276
079-281-1977
079-226-8122
079-297-5600
079-293-7834
079-222-2453
0792-24-6063
079-268-9300
079-266-8973
0792-97-1300
079-222-0400
079-238-2188

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
大黒物流株式会社 本社営業所
荒彦運輸株式会社 本社営業所
信栄運輸株式会社 西営業所
福栄運送有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 姫路中央事業所
日通兵庫運輸株式会社 姫路物流事業所
株式会社シンクラン 姫路営業所
株式会社関西物流 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社 神戸警送支店
路営業所
福山通運株式会社 姫路支店
福山エクスプレス株式会社 姫路営業所
ヤマト運輸株式会社 姫路南支店
日本郵便輸送株式会社 姫路営業所

住所

姫

079-236-1837
079-236-0873
079-296-1117
079-296-1102
079-299-4600
079-294-1320
080-4106-9318
079-292-3666

兵庫県姫路市東延末２４５－６

079-226-0071

兵庫県姫路市東夢前台３－１
兵庫県姫路市東夢前台三丁目１
兵庫県姫路市南条字前田５７０，５７１
兵庫県姫路市楠町１２０－１
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中２丁目５８２番、５８３
ヤマト運輸株式会社 姫路白浜支店
番、５８４番
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６４
株式会社太陽コーポレーション姫路 本社営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６９
日の丸運輸株式会社 本店
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１丁目６５の１
水間急配株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２－３４
大阪いづみ運輸株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２２番地
淡路共正陸運株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２７番地
吉田海運株式会社 兵庫営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目５８番地
関西急送株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目９４－１
株式会社ムロオ 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町甲８４１番５１
キャリーシステム株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町字佐崎南１丁目７１番地１
佐川急便株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町字佐崎南２丁目８２
姫路合同貨物自動車株式会社 姫路灘営業所
兵庫県姫路市白浜町字常盤新開甲８４１－４５
鴻池運輸株式会社 姫路営業所
兵庫県姫路市白浜町灘浜１
河野トラック株式会社 本社
兵庫県姫路市白浜町丙１５２－１
福島運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市飯田４９１－７
株式会社つばめ急便 姫路営業所
兵庫県姫路市別所町家具町１０４番地
有限会社丸基運送 本社営業所
兵庫県姫路市別所町小林７５番地
日本通運株式会社 姫路コンテナ事業所
兵庫県姫路市別所町別所１９３４番地
兵紙運輸株式会社 本社営業所
兵庫県姫路市豊富町豊富２３６５－３

※「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。

電話番号

兵庫県姫路市大津区真砂町１４番地
兵庫県姫路市大津区天神町２丁目８１の２
兵庫県姫路市町坪字植出し５９３－１
兵庫県姫路市町坪字植出し５９３番１
兵庫県姫路市土山２－１－３５
兵庫県姫路市土山２丁目１－３５
兵庫県姫路市土山５－６－３５
兵庫県姫路市土山東の町２番１６号
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079-298-2000
079-298-2000
079-288-9835
079-223-8632
079-246-3401
079-245-3381
079-245-1270
079-246-5295
079-245-3500
079-246-8355
079-246-3630
079-240-5505
079-245-6010
079-247-0600
079-245-4207
079-246-0202
079-246-0495
079-245-6101
079-245-2811
079-448-3318
079-251-3535
079-253-4011
079-253-6241
079-264-5552

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 姫路豊富センター
株式会社福山通商 本社営業所
株式会社東原運輸 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 宅配姫路センター
ヤマト運輸株式会社 姫路西支店
株式会社サカイ引越センター 姫路支社
ヤマト運輸株式会社 神飾支店

三木市

株式会社丸鹿 本社営業所
夢前急送株式会社 本社営業所
大光陸運株式会社 姫路営業所
共栄運輸株式会社 姫路営業所
播磨運輸株式会社 本社営業所
ダイセル物流株式会社 姫路物流センター
日本通運株式会社 姫路西流通事業所
株式会社さくらコーポレーション 姫路支店
株式会社新宮運送 姫路営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 近畿四国支店姫路事業
所
木津運送株式会社 姫路
日興運輸株式会社 本社営業所
中日本マルエス株式会社 姫路営業所
株式会社エスラインギフ 姫路営業所
株式会社ラパサービス 本社営業所
坂口運送有限会社 本社
株式会社Ｊ－ＬＥＸ関西 本社
梅田運輸倉庫株式会社 吉川営業所
ヤマト運輸株式会社 兵庫吉川センター
株式会社宮田運輸 三木営業所
株式会社ベストランス 三木営業所
株式会社武蔵野ロジスティクス 三木営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 兵庫三木営業所
池内陸運輸株式会社 三木営業所
株式会社西物流兵庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三木支店

※「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
兵庫県姫路市豊富町豊富字井ノ坪３０５１番１、３０５
０番１
兵庫県姫路市豊富町豊富字野上西通７２１－１
兵庫県姫路市北原字才ノ神１８２－１
兵庫県姫路市北原字平田５８４番１
兵庫県姫路市北今宿２－４－８
兵庫県姫路市北条永良町１３１０
兵庫県姫路市夢前町古知之庄滑原１０６８番７、１１、
１３、１５
兵庫県姫路市夢前町前之庄１９９１
兵庫県姫路市夢前町前之庄３０１６番地の１
兵庫県姫路市網干区浜田１５５５－３
兵庫県姫路市網干区興浜字西沖２０９８－９
兵庫県姫路市網干区高田５８
兵庫県姫路市網干区新在家１２３９
兵庫県姫路市網干区浜田１２５０－２０
兵庫県姫路市網干区浜田１５５５番地１６
兵庫県姫路市網干区浜田字南垣原１３２０－１８

電話番号
079-265-5271
079-264-2070
079-280-6555
079-247-2500
079-298-5224
079-283-1141
079-337-6632
079-336-2898
079-336-3348
079-273-6783
079-274-1067
079-273-5001
079-273-9722
0792-71-6821
079-238-0501
079-271-3181

兵庫県姫路市木場前七反町１

0795-45-6522

兵庫県姫路市木場前七反町４０～４３番地
兵庫県姫路市木場前中町１０
兵庫県姫路市木場前中町１１番地１
兵庫県姫路市木場前中町５
兵庫県姫路市野里３４６
兵庫県姫路市林田町新町１１０１番地
兵庫県三木市吉川町吉安８７７番地の３１
兵庫県三木市吉川町上松字奥ケ谷６３０
兵庫県三木市吉川町大沢字大整１８４番地１
兵庫県三木市吉川町畑枝字千王谷３９６－７０、７６
兵庫県三木市志染町戸田１８３８－２３０
兵庫県三木市志染町戸田１８３８番地の２３０
兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８３８－２６６
兵庫県三木市志染町広野５丁目２９３番地
兵庫県三木市大村１丁目１０番５号
兵庫県三木市府内町１８０－１

079-245-8477
079-246-4660
079-245-9500
079-245-8877
079-221-5570
079-261-3964
0794-72-0494
0794-73-1883
0794-76-2751
0794-72-1650
0794-87-7786
0794-87-7791
0794-73-8960
0794-84-2250
0794-82-0045
0794-83-3867
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社長田運輸産業 本社営業所
株式会社西日本ロジスティクス 本社
株式会社明石高速 本社営業所
株式会社カンリク神戸 本社営業所
松岡満運輸株式会社 神戸支店

エイワン物流株式会社 三木営業所
南あわじ市 マルショウ運輸株式会社 本社営業所
石榮丸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南あわじ支店
稲田運送株式会社 三原営業所
株式会社三共運輸 本社営業所
株式会社三陸 本社
株式会社長船回漕店 本社営業所
株式会社日光總運 本社
松井開発運輸株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 洲本営業所
ヤマト運輸株式会社 関宮支店
養父市
有限会社但馬農産運輸 本店
養父興産運輸有限会社 本社営業所
北近畿運輸株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 但馬営業所
三光運輸株式会社 但馬営業所
株式会社八鹿逓送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 上郡センター
赤穂郡
株式会社三日月運送 光都物流センター
上郡運送株式会社 本社営業所
碓永自動車株式会社 本社事業所
加古郡
株式会社神戸屋ロジスティクス 土山営業所
株式会社吉川フローズンサプライ 土山営業所
井阪運輸株式会社 播磨営業所
塩屋運輸株式会社 神戸営業所
株式会社宮西運輸倉庫 本社営業所
東部ネットワーク株式会社 播磨営業所
有限会社山清商事運輸 稲美営業所

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

住所
兵庫県三木市別所町下石野１４０７番地の２
兵庫県三木市別所町下石野１４１５番地３
兵庫県三木市別所町高木字羽場３－１
兵庫県三木市別所町小林５９０番地の５
兵庫県三木市別所町小林字宿谷５７８番６、３０、３
９、５８３番１
兵庫県三木市末広１丁目１３番地１３号
兵庫県南あわじ市榎列上幡多１３８３番地の７
兵庫県南あわじ市榎列上幡多字龍神１３４０番地５
兵庫県南あわじ市榎列西川字藤ノ木１３９番１
兵庫県南あわじ市市円行寺５１７－３
兵庫県南あわじ市市善光寺２５番地の５
兵庫県南あわじ市八木大久保７２２番地の１
兵庫県南あわじ市福良乙６４－１
兵庫県南あわじ市福良丙７９５番地９５
兵庫県南あわじ市湊１３５４
兵庫県南あわじ市倭文長田３３５－１
兵庫県養父市関宮字宮ノ前９９６－１
兵庫県養父市十二所字町頭９６５－１
兵庫県養父市上野字餅田９６８
兵庫県養父市八鹿町伊佐字道東３８－２
兵庫県養父市八鹿町坂本字蔵谷２－１
兵庫県養父市八鹿町宿南字中島２３７７
兵庫県養父市八鹿町八鹿字篭ノ口１４７５－３
兵庫県赤穂郡上郡町宇治山字井マンド３４番地１
兵庫県赤穂郡上郡町光都３丁目１８－１
兵庫県赤穂郡上郡町与井新字薮之内１３２
兵庫県加古郡稲美町岡２３８５－１
兵庫県加古郡稲美町岡２６１６－３
兵庫県加古郡稲美町岡字川向２６１６－３
兵庫県加古郡稲美町加古字北新田東６６２－２
兵庫県加古郡稲美町加古字北新田北１００４－４８
兵庫県加古郡稲美町国安１２０２－１－１０２
兵庫県加古郡稲美町国岡６２４－６
兵庫県加古郡稲美町蛸草１－１１
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電話番号
0794-82-0580
0794-73-8264
0794-86-2525
0794-85-0003
0794-86-9000
0794-83-5430
0799-42-0369
0799-42-3100
0799-42-4964
0799-42-0579
0799-42-4309
0799-42-1512
0799-52-0025
0799-52-1411
0799-36-5078
090-9957-5392
0796-67-3261
079-664-0183
079-664-0386
079-662-2158
0796-62-1911
079-662-3532
079-662-2730
0791-57-3991
0791-58-2468
0791-52-0102
079-495-1181
079-495-2606
0794-95-2509
079-492-7888
0794-92-0179
079-441-8095
079-495-3456
079-495-3378

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

揖保郡

川辺郡

事業所名
岡山県貨物運送株式会社 明石営業所
船岡運送株式会社 本社営業所
株式会社新陸運輸 兵庫営業所
近畿エキスプレス株式会社 稲美営業所
神商株式会社 稲美営業所
株式会社吉富運輸 加古川営業所
木下運送株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 明石営業所
丸全昭和運輸株式会社 播磨営業所
都運送株式会社 播磨営業所
有限会社山口商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 太子センター
大和運送株式会社 姫路営業所
岩谷運輸株式会社 本社営業所
ユナイトサービス株式会社 播磨営業所
ヤマト運輸株式会社 猪名川支店
ムトー配送サービス株式会社 本社営業所

佐用郡

ヤマト運輸株式会社 佐用支店

神崎郡

サンライズ運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社メロス 兵庫営業所
有限会社大島運送 本社
姫路合同貨物自動車株式会社 姫路北営業所
三光運輸株式会社 本社
日通兵庫運輸株式会社 福崎事業所
株式会社安田運輸 本社営業所
株式会社安田商会 本社営業所
株式会社大十ロジスティクス 姫路営業所
ヤマト運輸株式会社 福崎支店
ヤマト運輸株式会社 多可センター

多可郡

株式会社ロジックス近畿 兵庫八千代営業所
美方郡

ヤマト運輸株式会社 北但馬支店
ヤマト運輸株式会社 浜坂センター
石井運輸株式会社 本社

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

住所
兵庫県加古郡稲美町野寺字東岡１７－１
兵庫県加古郡稲美町野谷４３８－５
兵庫県加古郡稲美町六分一１１７８－７７４－１０２
兵庫県加古郡稲美町六分一１２０９－２１
兵庫県加古郡稲美町六分一１２０９－２１
兵庫県加古郡稲美町六分一１３６２－６７
兵庫県加古郡播磨町宮西３－４－９
兵庫県加古郡播磨町古宮字堀坪１－４
兵庫県加古郡播磨町新島４７－１６
兵庫県加古郡播磨町新島４７－２０
兵庫県加古郡播磨町東本荘３－５－５
兵庫県揖保郡太子町阿曽字塚ヶ坪５９番１
兵庫県揖保郡太子町松ヶ下２６９番１号
兵庫県揖保郡太子町矢田部４０４番地の４
兵庫県揖保郡太子町鵤４６０－４
兵庫県川辺郡猪名川町広根字中突田１５－１，１６－１
兵庫県川辺郡猪名川町笹尾字加門田５－１－２
兵庫県佐用郡佐用町円応寺字橋ノ元２２５－６，１３，
２２７－４
兵庫県神崎郡市川町神崎字野田７５３
兵庫県神崎郡市川町鶴居字荒谷１０３８－５
兵庫県神崎郡福崎町高橋４３－６
兵庫県神崎郡福崎町高橋字山城１４－１０
兵庫県神崎郡福崎町高橋字山城２４－１
兵庫県神崎郡福崎町西治１７１４－１４
兵庫県神崎郡福崎町大貫字カスベ１００４番８の２
兵庫県神崎郡福崎町大貫字カスベ１００４番８の２
兵庫県神崎郡福崎町田口５８２番地の３
兵庫県神崎郡福崎町南田原字坂之下タ２１７８－１
兵庫県多可郡多可町中区間子字出口３２番１、２９番１
兵庫県多可郡多可町八千代区下野間字中ノ坪３５５－１
４
兵庫県美方郡香美町香住区大野字浅井口５３－１，５４
－１
兵庫県美方郡新温泉町対田字岡田２１５０
兵庫県美方郡村岡町村岡字大向２９５２、２９５１－１
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0794-95-3881
079-495-0018
079-492-7939
0794-96-2260
0794-96-2251
079-495-4388
079-435-1145
078-943-5482
0794-35-5853
079-441-3257
079-435-5689
079-275-0210
079-276-4620
0791-67-8967
079-275-1777
072-767-3684
072-768-1111
080-5044-9073
0790-28-1921
0790-28-2930
0790-22-6330
0790-22-0073
0790-22-0022
0790-23-1390
0790-22-5829
0790-22-5828
0790-22-0312
0790-23-0740
0795-30-0370
0795-37-2288
0796-37-0801
0796-82-4874
0796-94-0223

農産物、食料品、紙・紙加工品

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）

