
R5.5.1

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

津市 朝日物流株式会社　三重営業所 三重県津市河芸町東千里１０６３－１０ 059-244-0003

津市 株式会社パスコ・エクスプレス　津営業所 三重県津市河芸町東千里５２７番地３ 0592-45-1366

津市 有限会社富屋物流　本社営業所 三重県津市河芸町東千里５７－１ 059-245-5386

津市 株式会社Ｈ・Ｎ・Ｃ　本社営業所 三重県津市河芸町上野１３２１番地１ 059-253-3541

津市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　三重セ 三重県津市桜橋３丁目４０２ 059-228-9164

津市 株式会社ハイブリッジライン　本社営業所 三重県津市住吉町１４－２８ 059-222-7775

津市 ヤマト運輸株式会社　津営業所 三重県津市住吉町７９８ 080-5043-5837

津市 日本郵便株式会社　津中央郵便局 三重県津市中央１－１ 059-226-0330

津市 安濃急送有限会社　本社 三重県津市安東町字足入２０３５－１ 059-225-6265

津市 ヤマト運輸株式会社　津河芸営業所 三重県津市白塚町字鎌田３９７５、３９７６－１ 080-6698-9625

津市 近物レックス株式会社　津支店 三重県津市あのつ台１丁目１番３、１番６ 059-236-6020

津市 三重近物通運株式会社　津営業所 三重県津市あのつ台１丁目１番３号 059-253-7445

津市 株式会社立松　本社営業所 三重県津市あのつ台３丁目１１番地８ 059-264-7827

津市 株式会社美鈴急送　本社営業所 三重県津市あのつ台一丁目１番地８ 059-253-7893

津市 トランコムＥＸ西日本株式会社　津共配センター 三重県津市雲出長常町字四ノ割１１２３－１ 059-234-1880

津市 ヤマト運輸株式会社　津御殿場営業所 三重県津市雲出長常町字東浜垣内１０７０－１ 080-5043-5817

津市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　津支店 三重県津市雲出本郷町字一ノ割１８２９番地 059-238-0190

津市 株式会社山博運送　津営業所 三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１２７ 059-234-9911

津市 資昇運輸株式会社　本社営業所 三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１３５ 059-234-9966

津市 マルイ運送株式会社　本社 三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１４０ 059-234-7785

津市 日本通運株式会社　三重支店　津ロジスティクスセ 三重県津市雲出本郷町字根成１－１ 059-235-3881

津市 三重西濃運輸株式会社　津営業所 三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３－１ 059-256-6511

津市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　津航空営 三重県津市雲出本郷町字山の越１６０３番１ 059-234-1148

津市 株式会社今西商運　本社営業所 三重県津市雲出本郷町字二ノ割１８４６－４ 059-234-6286

津市 株式会社松島運送　本社 三重県津市香良洲町字海面高砂３９５２－２８ 059-234-0007

津市 株式会社サカイ引越センター　津支社 三重県津市高茶屋小森上野町１３６６ 059-238-2228

津市 ジャパンパレック株式会社　三重営業所 三重県津市高茶屋小森町字四ツ野１４３０，１４３１ 059-235-1826

津市 日本図書輸送株式会社　三重営業所 三重県津市高茶屋小森町字若林１５７５－４ 059-235-5720

津市 小川運送株式会社　本社営業所 三重県津市高茶屋小森町字大新田２８７７－４ 059-234-7788

津市 マルエイ物流株式会社　本社営業所 三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－３２ 059-234-0044

津市 トランコムＤＳ株式会社　津南センター 三重県津市高茶屋小森町字中山１３１８－１ 059-234-2030

津市 秋山運輸株式会社　津営業所 三重県津市高茶屋７丁目３－３ 059-234-3741

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（三重県）

※「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。 1／17　ページ　
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津市 ヤマト運輸株式会社　津岩田営業所 三重県津市幸町３２２番地２ 080-5068-0806

津市 ヤマト運輸株式会社　久居明神営業所 三重県津市久居井戸山町字大口８４２番２ 080-6698-9056

津市 久居運送株式会社　本社営業所 三重県津市久居井戸山町字東興１６－２ 059-255-5171

津市 中部北港運輸株式会社　本社営業所 三重県津市新家町５３０番地１ 059-256-7090

津市 有限会社伊藤運輸　久居 三重県津市戸木町字東羽野５４５２－４ 059-375-1600

津市 ヤマト運輸株式会社　久居榊原営業所 三重県津市戸木町長硲８５０２番７ 080-5068-0799

津市 三恵運送株式会社　本社営業所 三重県津市戸木町東出７０４３ 059-256-3061

津市 岩田運輸株式会社　久居営業所 三重県津市森町１９４５番地３ 059-363-2211

津市 株式会社ＮＢＳロジソル　三重 三重県津市庄田町字八王子田２１１７－２、４ 059-255-7923

津市 株式会社ヤマト　美里営業所 三重県津市美里町穴倉４３８ 059-279-3311

津市 株式会社アサヒセキュリティ　三重 三重県津市芸濃町椋本２７２７－２ 059-266-1755

津市 三糧輸送株式会社　津 三重県津市芸濃町椋本５５２２－７ 059-266-1610

津市 トーケントランスポート株式会社　本社営業所 三重県津市芸濃町椋本字山中５１０１－１ 059-266-0067

津市 株式会社関本商事　芸濃営業所 三重県津市芸濃町椋本字藤ノ山３７９３－３ 059-266-2339

津市 ヤマト運輸株式会社　三重芸濃営業所 三重県津市芸濃町萩野前川原８２８－１ 080-5481-8565

津市 有限会社和合運輸　本社営業所 三重県津市芸濃町椋本字川原１３５７番地２ 059-265-2857

津市 株式会社小林運輸　本社営業所 三重県津市あのつ台１丁目８－１１ 059-264-7600

津市 株式会社日硝ハイウエー　安濃 三重県津市安濃町２３８８－１０ 059-267-0050

津市 株式会社ＳＤＳライン　本社営業所 三重県津市安濃町今徳字山出７７１番地１ 059-268-3466

津市 ヤマト運輸株式会社　一志営業所 三重県津市一志町片野北浦４４７－１ 080-5068-2428

津市 ヤマト運輸株式会社　三重白山営業所 三重県津市白山町南家城野添８４８－２ 080-5045-7844

津市 株式会社ライス・ロード　津営業所 三重県津市庄田町１９５７ 059-264-7788

津市
株式会社ＴＲＡＮＳ　ＦＩＶＥ　ＳＴＡＲ　本社中

部営業所
三重県津市安濃町安濃２１５８番地２ 059-267-0551

津市 株式会社加藤工業　本社 三重県津市河芸町西千里１６６０番地３ 059-245-7836

津市 名鉄急配株式会社　津営業所 三重県津市高茶屋小森町字大新田２８９２－３９ 059-238-2700

津市 大信運輸倉庫株式会社　三重営業所 三重県津市森町字北谷１９１８ 059-252-2189

津市 株式会社樋廻産業運輸　本社 三重県津市河芸町南黒田５８０ 059-245-2775

津市 アート引越センター株式会社　津支店 三重県津市久居北口町４９０番１ 059-993-0123

津市 近畿福山通運株式会社　津営業所 三重県津市あのつ台一丁目８－５ 059-233-0292

津市 三生運輸株式会社　津営業所 三重県津市雲出本郷町字一ノ割１８３０ 059-235-2500

津市 株式会社ジェイトップ　三重配送センター 三重県津市高茶屋小森町２８９２－６２ 059-235-2550

津市 株式会社日硝ハイウエー　津営業所 三重県津市戸木町４８５７－１３ 059-254-4531

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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津市 株式会社三重トランスポート　本社営業所 三重県津市安濃町安濃字上大谷２１０６－１ 059-268-4321

津市 椋本運送有限会社　本社営業所 三重県津市芸濃町椋本５８１５－３ 059-265-2075

津市 日通三重自動車運送株式会社　津営業所 三重県津市雲出本郷町字根成１番地１ 059-235-1599

津市 西濃運輸株式会社　久居支店 三重県津市久居中町７７４－２ 059-256-5551

四日市市 株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店桑名事 三重県四日市市八田３丁目８７９ 059-365-7261

四日市市 株式会社日硝ハイウエー　四日市営業所 三重県四日市市羽津中２丁目１６７１ 059-373-7711

四日市市 テーエス運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市霞１丁目３２番地１ 059-365-7881

四日市市 西日本いづみ運輸株式会社　三重営業所 三重県四日市市大字羽津字新起乙９２５ 059-332-6814

四日市市 トランコムＤＳ株式会社　四日市センター 三重県四日市市富士町１－１５ 059-234-2030

四日市市 阿倉川運送株式会社　本社営業所 三重県四日市市富士町２２６４番地４ 059-331-5594

四日市市 株式会社引越社　三重営業所 三重県四日市市金場町３－２ 0593-34-7788

四日市市 鈴江陸運株式会社　四日市事業所 三重県四日市市白須賀１丁目１５－２７ 059-331-1276

四日市市 平和急送株式会社　本社営業所 三重県四日市市滝川町１０－５ 059-331-5257

四日市市 東陽興業株式会社　四日市営業所 三重県四日市市千歳町１－５６ 059-352-6109

四日市市 伊勢湾倉庫株式会社　四日市港営業所 三重県四日市市千歳町４番地 059-354-7535

四日市市 朝日運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市末広町２３－１２ 059-354-2636

四日市市 末広運輸株式会社　本社 三重県四日市市末広町７－４ 059-353-1256

四日市市 中部シティフレイト株式会社　本社営業所 三重県四日市市末広町８番８号 059-352-7710

四日市市 三糧輸送株式会社　四日市営業所 三重県四日市市曙町７－７ 059-351-2311

四日市市 株式会社サカイ引越センター　四日市支社 三重県四日市市昌栄町１－６ 059-352-1141

四日市市 久志本運輸有限会社　本社営業所 三重県四日市市西末広町４番７号 059-353-0567

四日市市 浅井東海物流株式会社　本社営業所 三重県四日市市鹿間町字天王１２１９番地 059-328-2840

四日市市 アート引越センター株式会社　四日市支店 三重県四日市市新正２丁目１５－２ 059-354-0123

四日市市 サーラ物流株式会社　ＬＰ配送グループ四日市営業 三重県四日市市新正３－１１－８ 059-356-8090

四日市市 池畑運送株式会社　四日市支店営業所 三重県四日市市新正３丁目１１０，１１１ 059-353-7566

四日市市 日本通運株式会社　三重警送支店　四日市警送事業 三重県四日市市新正３丁目９８－２、９９－２ 0593-59-2259

四日市市 株式会社中田商事　四日市営業所 三重県四日市市新正４丁目６番１６号 059-355-7400
飲料等、化学製品・ゴム製品、

輸送機械・輸送機械部品

四日市市 株式会社エネックス　四日市営業所 三重県四日市市千歳町４の１ 059-350-8150

四日市市 西鉄運輸株式会社　三重支店 三重県四日市市楠町本郷３０番地 059-397-3021

四日市市 菱化ロジテック株式会社　中部支店 三重県四日市市海山道町１丁目１４２１－１ 059-345-7079

四日市市 昌和商事株式会社　四日市営業所 三重県四日市市海山道町１丁目９１番地２ 059-329-5671

四日市市 坂本運輸有限会社　本社営業所 三重県四日市市大井の川町２丁目１５８７番地 059-346-5343

※「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。 3／17　ページ　
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四日市市 小西運送株式会社　本社営業所 三重県四日市市大井の川町一丁目１５９４番地５ 059-328-5248

四日市市 伸友物流有限会社　本社営業所 三重県四日市市大井の川町一丁目３８３７番地３ 059-349-3637

四日市市 センコーエーラインアマノ株式会社　ＫＹＮ中部セ 三重県四日市市御薗町２－５０－１ 059-346-2013

四日市市 旭運輸有限会社　本社営業所 三重県四日市市大字塩浜字里浦５７２－１ 059-346-7136

四日市市 塩浜運送株式会社　本社 三重県四日市市大字塩浜字里浦６０１－１ 059-345-1381

四日市市 株式会社グリーンサービス　四日市営業所 三重県四日市市中里町２９－３ 059-346-3121

四日市市 株式会社星川産業　四日市営業所 三重県四日市市内堀町１１８－１ 059-337-9885

四日市市 阿倉川物流株式会社　本社営業所 三重県四日市市内堀町２７７－１５ 059-346-8822

四日市市 阿倉川運送株式会社　四日市営業所
三重県四日市市内堀町字東浦２７７－１５，２７７－１

６，２７７－１７
059-346-8822

四日市市 菱江ロジスティクス株式会社　四日市物流センター 三重県四日市市内堀町字東浦３２２－１ 059-349-1818

四日市市 株式会社サンキュウ・トランスポート中部　四日市 三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１ 059-347-3911

四日市市 大宝運輸株式会社　四日市支店
三重県四日市市河原田町字溝東１０７７－１０，字畔道１

０４５－６
059-345-8280

四日市市 三重農水株式会社　本社営業所 三重県四日市市河原田町字相名１５１２番地１ 059-347-2876 食料品、飲料等、日用品・雑貨

四日市市 向島運送株式会社　四日市営業所 三重県四日市市大治田３丁目５１２ 059-347-4383

四日市市 日本アルコール物流株式会社　四日市営業所 三重県四日市市大治田三丁目３－７１ 059-349-6161

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市六呂見営業所 三重県四日市市大字六呂見字甚九郎田９３９－１ 080-5043-5748

四日市市 日新冷凍運輸株式会社　本社 三重県四日市市日永東２丁目１２３４－１ 059-346-2851

四日市市 福山通運株式会社　四日市支店 三重県四日市市日永東３－４－３２ 059-347-1122

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市日永営業所 三重県四日市市日永西３丁目３５８７－１，３５８８－１ 080-5043-5742

四日市市 有限会社加藤中央運輸　本社営業所 三重県四日市市生桑町字高田５３９ 059-331-8556

四日市市 東電運輸株式会社　本社営業所 三重県四日市市小古曽東２丁目５４８ 059-347-0515

四日市市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　三重物流センター
三重県四日市市小古曽東２丁目５８３－１、５８４－１、

５８５－１
059-346-6021

四日市市 三昌運輸倉庫株式会社　本社営業所 三重県四日市市采女町字春雨３２１８－３ 059-346-3733

四日市市 アキタ株式会社　四日市営業所 三重県四日市市小古曽３丁目１－１６ 059-346-3223

四日市市 株式会社ニュージェイズ　本社営業所 三重県四日市市小古曽３丁目９９６－１ 059-349-1800

四日市市 ダイセル物流株式会社　四日市営業所 三重県四日市市六名町字東起８６１－１，３５ 059-328-2755

四日市市 トナミ第一倉庫物流株式会社　四日市営業所 三重県四日市市天カ須賀新町１－３０ 059-363-3448

四日市市 岩田運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市天カ須賀新町１丁目２７ 059-363-2211

四日市市 近畿石油輸送株式会社　四日市支店 三重県四日市市天ヵ須賀新町１番地２０ 059-364-7624

四日市市 野呂水産運輸有限会社　本社営業所 三重県四日市市富双二丁目１－３７ 059-363-0001

※「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。 4／17　ページ　

http://www.mienosui.co.jp/
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四日市市 近物レックス株式会社　四日市支店 三重県四日市市東茂福町２－３１ 059-365-6111

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市霞営業所 三重県四日市市茂福町２００７－１，２００８－１ 080-5045-7832

四日市市 松岡満運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市大矢知町１９２５ 059-364-0841

四日市市 株式会社サントクピース　本社 三重県四日市市大矢知町１９２５ 059-364-5155

四日市市 株式会社エスラインギフ　四日市営業所 三重県四日市市大矢知町字大沢１９７６ 059-361-7174

四日市市 有限会社三英物流　本社営業所 三重県四日市市大矢知町字大沢１９７８番地 059-361-7330

四日市市
日本通運株式会社　名古屋国際輸送支店コンテナ輸

送事業所四日市コンテナグループ
三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８ 059-334-3460

四日市市
日本通運株式会社　三重支店　四日市ロジスティク

スセンター
三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８ 059-330-3301

四日市市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　四日市支店 三重県四日市市新正３丁目９５－２ 059-329-5380

四日市市 日本郵便輸送株式会社　四日市営業所 三重県四日市市智積町字城丸６１４２ 059-327-1076

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市インター営業所 三重県四日市市智積町字清水道６２０７－１ 080-5043-5993

四日市市 株式会社日本陸送　四日市営業所 三重県四日市市中野町字西岡２１１５－１ 059-339-1568

四日市市 株式会社西野　本社 三重県四日市市大矢知町字姥ケ谷１９１３－４ 059-364-6211

四日市市 トールエクスプレスジャパン株式会社　四日市支店 三重県四日市市平津町字猿ヶ谷６０３－７ 059-363-0022

四日市市 ヤマト運輸株式会社　三重主管支店 三重県四日市市中村町字半谷２２９３番１４ 059-361-7902

四日市市 熊本交通運輸株式会社　中部営業所 三重県四日市市あかつき台１丁目３番６８ 059-340-7155

四日市市 ＴＳトランスポート株式会社　本社営業所 三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３ 059-338-5511

四日市市 株式会社スリーエス物流　四日市営業所 三重県四日市市大鐘町六路山１５３９－３ 059-336-2022

四日市市 株式会社荒川急送　四日市営業所 三重県四日市市広永町１１７７－１ 0593-63-5285

四日市市 日本郵便株式会社　四日市西郵便局 三重県四日市市智積町６２２７ 059-327-1165

四日市市 亀山トランスポート株式会社　四日市営業所 三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０ 059-334-7676

四日市市 谷口運輸有限会社　本社営業所 三重県四日市市大井の川町二丁目１５８７番地１ 059-324-5408

四日市市 有限会社まるじ運輸　本社 三重県四日市市海山道町３丁目３３，３４ 059-345-4571

四日市市 株式会社ヴァンズネットワーク　三重営業所 三重県四日市市日永西４丁目６－２６ 059-329-5114

四日市市 楠町運送有限会社　本社 三重県四日市市楠町小倉７５４－１ 059-397-3141

四日市市 エービー産業株式会社　本社 三重県四日市波木町３９９－１ 059-328-8700

四日市市 株式会社ホームエネルギー東海　四日市センター 三重県四日市市午起２丁目４－１３ 059-332-6811

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市赤堀南町２２６８－１、２２６９－１ 080-5068-0682

四日市市 ヤマト運輸株式会社　四日市新正営業所 三重県四日市市曙町１３、１３－１、１３－２、１４ 080-5451-7652

四日市市 株式会社イワサワ　四日市営業所 三重県四日市市中村町２２９３番地２４ 059-336-6511 高圧ガス

四日市市 飛騨運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市小古曽東２丁目３－１６ 059-348-7440

※「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。 5／17　ページ　
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四日市市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　四日市営 三重県四日市市日永１ー９３５－１ 059-345-6611

四日市市 有限会社宏栄商会　本社営業所 三重県四日市市河原田町字福角５２５－１ 059-347-1800

四日市市 完和運輸有限会社　本社 三重県四日市市鹿間町字東山５０－２ 059-328-2061

四日市市 大日運輸株式会社　本社営業所 三重県四日市市午起２丁目３－１７ 059-332-1368

四日市市 株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店四日市 三重県四日市市千歳町１－１８ 059-357-5900

四日市市 株式会社かぶと運送　本社営業所 三重県四日市市高浜町８１２－３ 059-331-3402

四日市市 上野輸送株式会社　四日市事業所 三重県四日市市塩浜里浦５５８番地 059-345-0199

四日市市 阿倉川運送株式会社　大治田営業所 三重県四日市市大治田２－１９－３ 059-346-9822

四日市市 大阪三興物流株式会社　四日市営業所 三重県四日市市中野町２０４４ 059-340-3539

四日市市 株式会社むつみ物流　本社営業所 三重県四日市市小杉町１８７１番地 059-330-4667

四日市市 マルエイ運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市采女町字春雨３２１０－１３，１２ 059-345-4108

四日市市 佐川急便株式会社　四日市営業所 三重県四日市市大字羽津字山之奥戊１０１－１ 0570-01-0344

四日市市 株式会社東液供給センター　四日市事業所 三重県四日市市山之一色町龍宮谷８６０－１３ 059-327-6690

四日市市 栄和港運株式会社　本社営業所 三重県四日市市楠町北五味塚塩役１４９９－１ 059-397-6519

四日市市 株式会社むつみ運輸　本社営業所 三重県四日市市大字東阿倉川字８２２－４ 059-331-0031

四日市市 株式会社ライス・ロード　四日市営業所 三重県四日市市大矢知町字鳩浦１９０２番地３ 059-365-8127

四日市市 株式会社パックシステム　物流事業部 三重県四日市市北小松町１６００番地 059-328-8077

四日市市 株式会社水谷運輸倉庫　本社営業所 三重県四日市市大字泊村字西奥１２４１－１２．１３ 059-345-0431

四日市市 四日市コーウン株式会社　本社営業所 三重県四日市市平津町６０３番地２４ 059-363-1853

四日市市 鳴海急送株式会社　本社営業所 三重県四日市市天カ須賀四丁目２１９番地１ 059-361-2102

四日市市 塩浜工運株式会社　本社営業所 三重県四日市市大字六呂見字白子堀９０７－１ 059-346-1323

四日市市 日通三重自動車運送株式会社　本社営業所 三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８ 059-334-3801

四日市市 新成運輸株式会社　本社営業所 三重県四日市市楠町北五味塚字楮３９２－１ 059-397-5935

四日市市 株式会社長太　四日市営業所 三重県四日市市楠町小倉字南新田１８６１番地１ 059-397-7471

四日市市 株式会社トーショー　四日市営業所 三重県四日市市楠町小倉字横手１７６３ 0593-97-6888

四日市市 三重交通株式会社　四日市営業所 三重県四日市市川島町字目代４１０２－１ 059-323-0808

四日市市 名鉄急配株式会社　四日市営業所 三重県四日市市新正３丁目９８－２ 059-336-6201

四日市市 ケミカルトランスポート株式会社　四日市営業所 三重県四日市市南小松町字西野山２６７０－２０ 059-328-3555

四日市市 トナミ運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市天カ須賀新町１－３０ 059-365-5311

四日市市
日本トランスシティ株式会社　運輸事業部中部運輸

部四日市営業所
三重県四日市市末広町８－１０ 059-353-7751

四日市市 新潟運輸株式会社　四日市支店 三重県四日市市羽津戊字山之奥６７－１ 059-365-2195

四日市市 日本通運株式会社　四日市コンテナセンター 三重県四日市市相生町３－１７ 059-351-2175

※「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。 6／17　ページ　
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四日市市 中日本陸運株式会社　本社営業所 三重県四日市市末広町４４３０－３ 059-351-8419

四日市市 三重西濃運輸株式会社　四日市支店 三重県四日市市日永１丁目９３５－１ 059-346-3035

伊勢市 三重センコーロジ株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市下野町字徳田新田６５３番１５・１６ 0596-63-8240

伊勢市 ヤマト運輸株式会社　伊勢御薗営業所 三重県伊勢市小木町字出渕６８５番地１ 080-5481-6346

伊勢市 愛知陸運株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市小木町字箕曲１２０－１、１２１－１ 0596-36-3506

伊勢市 西濃運輸株式会社　伊勢支店 三重県伊勢市通町字平松４０１ 0596-23-1341

伊勢市 三重交通株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市神田久志本町１５００－１ 0596-25-7131

伊勢市 佐川急便株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市朝熊町字子良ケ江古４１４９－１ 0596-20-8599

伊勢市 ヤマト運輸株式会社　伊勢内宮前営業所 三重県伊勢市宇治浦田２丁目６１８ 080-5043-5908

伊勢市 日本郵便株式会社　伊勢郵便局 三重県伊勢市岩渕３丁目６－１０ 0596-28-6350

伊勢市 三岐通運株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市小俣町宮前２ 0596-25-2161

伊勢市 ヤマト運輸株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市小俣町宮前６８６－１，６８６－５ 080-5043-5890

伊勢市 三重近物通運株式会社　本社営業所 三重県伊勢市小俣町湯田２０３番地 0596-22-4412

伊勢市 株式会社ホームエネルギー東海　伊勢センター 三重県伊勢市佐八町１５６０－１ 0596-39-0303

伊勢市 トランコムＤＳ株式会社　伊勢センター 三重県伊勢市通町東新田４１９ 059-234-2030

伊勢市 中北運輸株式会社　本社営業所 三重県伊勢市村松町字明野１３５３番地４７ 0596-37-0001

伊勢市 伊勢陸運株式会社　本社営業所 三重県伊勢市小俣町湯田１５１８－８ 0596-22-2116

松阪市 株式会社ファイン流通　本社営業所 三重県松阪市小黒田町字西沖２８６ 0598-21-0834

松阪市 三重海運株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町１３９８ 0598-53-3434

松阪市 東海運株式会社　松阪営業所 三重県松阪市大口町字沖ス１１６２－３８ 0598-53-3444

松阪市 大西運輸株式会社　松阪営業所 三重県松阪市大口町字子ノ新田４３８－８ 059-851-8105

松阪市 ドリームロジテック株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２番１ 0598-31-1081

松阪市 藤原運輸株式会社　松阪出張所 三重県松阪市大口町字新地１１６２－３８ 0598-53-3431

松阪市 ワイズロジシステム株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町字新地１４７８－１２ 0598-51-2308

松阪市 株式会社名孝高速　三重営業所 三重県松阪市大口町字北堀田３５６番地１，３５７番地１ 0598-52-3103

松阪市 株式会社川口運輸　本社 三重県松阪市郷津町１６２－３ 0598-52-2112

松阪市 マルケイ運輸有限会社　本社営業所 三重県松阪市高町字上汐田４６４－３ 0598-51-6151

松阪市 株式会社三定物流　本社営業所 三重県松阪市大津町字戸ノ本８１４－１，８１５－２ 0598-51-7441

松阪市 丸亀運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市上川町字どんど２７３９－３６ 0598-28-5688

松阪市 吉村急送有限会社　本社営業所 三重県松阪市上川町字大西山２５１５－１ 0598-61-2211

松阪市 ヤマト運輸株式会社　松阪立野営業所 三重県松阪市立野町字卯月田６０１－１番地 080-5068-3959

松阪市 有限会社丸重運輸　本社営業所 三重県松阪市小黒田町字北田４９８－４ 0598-26-0487

松阪市 株式会社三重物流　本社営業所 三重県松阪市伊勢寺町２８２５－３ 0598-58-1111

※「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。 7／17　ページ　
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松阪市 藤松運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市曽原町２４６ 0598-56-4647

松阪市 有限会社東出運送　松阪営業所 三重県松阪市曽原町字辰新田１９１７番地５ 0598-56-9120

松阪市 ヤマト運輸株式会社　松阪曽根営業所 三重県松阪市曽原町字堀ノ内１６２番地１ 080-5098-1246

松阪市 株式会社ウイング　本社 三重県松阪市曽原町堀ノ内１７８－１ 0598-56-7408

松阪市 株式会社橋本商事冷凍輸送　三重営業所 三重県松阪市中道町字浜新田７２１ 0598-56-9909

松阪市 池畑運送株式会社　松阪支店営業所 三重県松阪市市場庄町１１４２－２ 0598-56-5318

松阪市 三重近物通運株式会社　松阪営業所 三重県松阪市松崎浦町字中ノ坪１５７番地４ 0598-51-8099

松阪市 亀山トランスポート株式会社　松阪営業所 三重県松阪市嬉野天花寺町６４７－２８ 0595-82-0759

松阪市 ドリームサポート株式会社　本社営業所 三重県松阪市嬉野津屋城町字横堤１３５－１ 0598-48-0801

松阪市 日本郵便株式会社　松阪郵便局 三重県松阪市南町１７８－１ 0598-21-7167

松阪市 ヤマト運輸株式会社　松阪営業所 三重県松阪市下村町字北婦久３３１－６ 080-5068-0685

松阪市 松阪運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市塚本町１３１ 0598-51-6625

松阪市 鈴定運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町１６４８－１５ 0598-51-5551

松阪市 中山商運有限会社　本社営業所 三重県松阪市嬉野井之上町２１１－１ 0598-42-1851

松阪市 ドリームライン株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２－１ 0598-50-1091

松阪市 トナン輸送株式会社　松阪営業所 三重県松阪市小野江町字飛戸８０５ 0598-56-9992

松阪市 日本郵便輸送株式会社　松阪営業所 三重県松阪市新松ヶ島町字小寄１８２－３ 0598-51-0551

松阪市 佐川急便株式会社　松阪営業所 三重県松阪市肥留町３３３番地 0570-01-0524

松阪市 新栄運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市久保町１５１６番地７ 0598-52-5271

松阪市 三重交通株式会社　松阪営業所 三重県松阪市大津町７９５番地の３ 0598-51-5240

松阪市 有限会社ＡＣＴＩＶＥ　本社 三重県松阪市中道町字浜新田７２４番地 0598-56-4549

松阪市 福山通運株式会社　松阪営業所
三重県松阪市古井町字西出４１６，４１７，４１８－１，

４１９－１
0598-51-3411

松阪市 ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社　松阪セ 三重県松阪市郷津町大字牛之越１８２－３ 0598-51-5026

桑名市 株式会社ムロオ　桑名営業所 三重県桑名市多度町御衣野字金ヶ谷３６３９－２ 0594-48-7444

桑名市 株式会社多摩流通　桑名営業所 三重県桑名市多度町力尾字沢地４０３０ 0594-82-5586

桑名市 三岐通運株式会社　Ａ・Ｐ第二事業部 三重県桑名市多度町力尾字沢地４０７３ 0594-82-7707

桑名市 有限会社フミコーポレーション　桑名 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 0594-25-9900

桑名市 ヤマト運輸株式会社　桑名播磨営業所 三重県桑名市大字東方字尾弓田９６１－１ 080-5045-7947

桑名市 寺倉運送有限会社　本社営業所 三重県桑名市大字矢田４２８ 0594-21-2639

桑名市 株式会社マイティ　本社営業所 三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－１，５４０－５ 0594-24-1616

桑名市 株式会社東海通商　本社営業所 三重県桑名市大字江場字貝戸５４０－５ 0594-24-7474

桑名市 ヤマト運輸株式会社　桑名営業所 三重県桑名市大字江場字長折４５５番３ 080-5045-7829
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桑名市 柴田運送株式会社　本社 三重県桑名市大字和泉ホの割５７９－３ 0594-22-5454

桑名市 東海運送有限会社　本社営業所 三重県桑名市大字西別所字倉持３２８ 0594-25-2058

桑名市 株式会社播磨運送　本社営業所 三重県桑名市大字播磨字岸西下２５２３－１３ 0594-21-8461

桑名市 名阪急配株式会社　桑名定温センター 三重県桑名市陽だまりの丘５丁目２０２ 0594-33-1350

桑名市 株式会社栄友ライン　本社営業所 三重県桑名市大字東金井字立長１２４６ 0594-82-6980

桑名市 吉岡商店株式会社　本社営業所 三重県桑名市東正和台５丁目９番地８ 0594-24-3383

桑名市 城田運送株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字芳ケ崎字西クタラギ１３２０ 0594-31-2532

桑名市 有限会社宏栄商会　長島営業所 三重県桑名市長島町大字押付字小六５３２番１０ 0594-41-1800

桑名市 秋山運輸株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字赤尾６０ 0594-31-3741

桑名市 三代サ－ビス株式会社　中部
三重県桑名市多度町香取２１２２－１００シティコーポ多

度１－２号室
090-3677-7472

桑名市 長良通運株式会社　本社営業所 三重県桑名市東汰上９３８－２，９３８－５ 0594-87-7300

桑名市 イトウ商事株式会社　多度営業所 三重県桑名市多度町香取３０５－２ 0594-41-3150

桑名市 池畑運送株式会社　多度支店営業所 三重県桑名市多度町香取４４８－１　セジュール多度１０ 0594-49-2477

桑名市 ヤマト運輸株式会社　桑名星川営業所 三重県桑名市大字額田字惣作３４０番１ 080-6692-1421

桑名市 株式会社日新トランスポート　桑名営業所 三重県桑名市多度町香取３６８－１ 0594-49-2588

桑名市 株式会社日立物流中部　三重営業所 三重県桑名市多度町大字御衣野字金ケ谷３６４６－１ 0594-48-7310

桑名市 北勢運送株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字安永字六区割９４６ 0594-23-3355

桑名市 北進運輸株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字東汰上字助治縄１１５，１１４，１２２ 0594-23-2333

桑名市 ブルーカーゴ株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字東汰上字宮田５８番地１ 0594-22-3716

桑名市 豊運送株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字和泉字ホノ割５３１番 0594-22-8411

鈴鹿市 株式会社三重サービス　本社営業所 三重県鈴鹿市稲生塩屋３－２０１６－２ 059-386-4900

鈴鹿市 ヤマト運輸株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市野町東一丁目１１０１番 080-5451-8734

鈴鹿市 ヤマト運輸株式会社　鈴鹿磯山営業所 三重県鈴鹿市磯山３丁目１６７２－１ 080-5451-8733

鈴鹿市 鈴鹿日梱株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市御薗町３２３２番地の１ 059-389-6920

鈴鹿市 株式会社エヌ・エス　御薗営業所 三重県鈴鹿市御薗町字小深田４５４４ 059-372-8080

鈴鹿市 日本梱包運輸倉庫株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市高塚町字広瀬野１４５１－１５８ 059-378-3122

鈴鹿市 多貴商運株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市上田町字牛飼場１４２４－２ 059-373-2000

鈴鹿市 株式会社髙伸サービス　本社営業所 三重県鈴鹿市平田東町１０－７ 059-371-6633

鈴鹿市 マルイ運送株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市河田町７８９ 059-234-7785

鈴鹿市 株式会社東液供給センター　鈴鹿事業所 三重県鈴鹿市河田町７８９ 059-382-1215

鈴鹿市 中央ガスサービス株式会社　東海営業所 三重県鈴鹿市一ノ宮町字屋佐縄１１５９ 059-369-3800

鈴鹿市 株式会社マルタカ　本社営業所 三重県鈴鹿市一ノ宮町字三反長１０６８－５ 059-382-2828
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鈴鹿市 ヤマト運輸株式会社　鈴鹿湾岸営業所 三重県鈴鹿市下箕田３丁目３８５－７，３８８－２ 080-5045-3971

鈴鹿市 三重センコーロジ株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２ 059-369-0064

鈴鹿市 センコー株式会社　三重支店鈴鹿車輌センター 三重県鈴鹿市飯野寺家町字筋違２９５－２ 059-382-2112

鈴鹿市 ヤマト運輸株式会社　鈴鹿三日市営業所 三重県鈴鹿市三日市町北烏野１８９６－２ 080-5043-5785

鈴鹿市 株式会社ＮＢＳロジソル　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市東玉垣町字井沢３００番地１ 059-381-0818

鈴鹿市 長野第一物流株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市大池３－１０－３８ 0593-78-0013

鈴鹿市 松下運輸株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市庄野町字四反田１０８１－１ 059-378-0321

鈴鹿市 株式会社ベスト・トランスポート　三重営業所 三重県鈴鹿市庄野羽山３丁目３２１６－１９ 059-379-4725

鈴鹿市 三重執鬼株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市地子町字金生水５２３－２ 059-384-0003

鈴鹿市 株式会社宝輪　本社営業所 三重県鈴鹿市国府町５６９６－１ 059-378-2818

鈴鹿市 鈴鹿インター株式会社　鈴鹿第一事業所 三重県鈴鹿市国府町字貝下１５０６－３ 059-379-0079

鈴鹿市 株式会社日本陸送　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５１－２１ 059-378-3327

鈴鹿市 有限会社伊藤運輸　本社営業所 三重県鈴鹿市国府町字石丸７６５７－２ 059-375-1600

鈴鹿市 ホンダ運送株式会社　鈴鹿センター 三重県鈴鹿市国府町字石丸７７５３ 059-378-1145

鈴鹿市 日本梱包運輸倉庫株式会社　鈴鹿センター営業所 三重県鈴鹿市国府町石丸７６５１番地１１ 059-378-9112

鈴鹿市 神勢産業有限会社　本社営業所 三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２ 059-373-2112

鈴鹿市
日本通運株式会社　三重支店鈴鹿ロジスティクスセ

ンター事業所
三重県鈴鹿市東庄内町３９２７－１ 059-371-6601

鈴鹿市 株式会社弥生運輸　中部 三重県鈴鹿市深溝字南浦４１６０番２ 059-373-3391

鈴鹿市 株式会社マーリス　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市伊船町２０１４－１０ 059-371-8215

鈴鹿市 ヤマト運輸株式会社　鈴鹿伊船営業所 三重県鈴鹿市伊船町字西境塚１９３４－５ 080-5043-5766

鈴鹿市 佐川急便株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚１９６２番６ 059-371-3811

鈴鹿市 鈴峰運送有限会社　本社営業所 三重県鈴鹿市伊船町字南畑ヶ田１４７９－２ 059-371-1411

鈴鹿市 株式会社伸栄サービス　本社営業所 三重県鈴鹿市伊船町字鈴木田　５３１－６７ 059-371-8040

鈴鹿市 司東海株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市住吉町字上野田５７８９－２ 059-375-7520

鈴鹿市 株式会社エムオーライン　本社営業所 三重県鈴鹿市野村町（字助佐割）１７６番３ 059-373-4730

鈴鹿市 興國海運株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市平野町字丸山４７７－１ 059-379-4858

鈴鹿市 川越運送株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市御薗町字寿田３２３４－１ 059-373-6211

鈴鹿市 株式会社聖総業　本店営業所 三重県鈴鹿市算所五丁目１９番地３０号 059-324-0768

鈴鹿市 有限会社大嶽商会　本社営業所 三重県鈴鹿市算所一丁目１０１３－８ 059-379-1953

鈴鹿市 アスターリズムキャリー株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市小田町字宮上道４４２－１ 059-379-1326

鈴鹿市 神勢物流有限会社　本社営業所 三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２ 059-373-2111

鈴鹿市 鈴峰運送株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市伊船町字南畑ヶ田１４７９－２ 059-371-1411
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鈴鹿市 株式会社スズカキャリーサービス　本社営業所 三重県鈴鹿市国府町７６５８－１４ 059-378-3188

鈴鹿市 有限会社ナルカワキャリー　本社営業所 三重県鈴鹿市御薗町字坂本４０７７番７ 059-372-6003

鈴鹿市 有限会社エース　三重営業所 三重県鈴鹿市住吉町５７８９－２ 059-392-7555

鈴鹿市 サンコーロジテック株式会社　稲生物流センター 三重県鈴鹿市稲生町７９９０－１６ 059-384-5373

鈴鹿市 トランコムＤＳ株式会社　鈴鹿センター 三重県鈴鹿市御薗町字鎌田３６００－５３ 059-234-2030

鈴鹿市 マルサ運送株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市住吉町字宮西８３７３番地 059-378-2807

鈴鹿市 有限会社明和工業　本社営業所 三重県鈴鹿市石薬師町字青木１０９５－６ 059-344-0363

鈴鹿市 日精サービス株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市住吉四丁目２１－１１ 059-378-5531

鈴鹿市 西濃運輸株式会社　鈴鹿支店 三重県鈴鹿市安塚町字須田１００－６ 059-382-3821

鈴鹿市 三重西濃運輸株式会社　鈴鹿西支店 三重県鈴鹿市中富田町字東浦５８－５ 059-378-7613

鈴鹿市 三重西濃運輸株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市白子４丁目８－１２ 059-386-1121

名張市 新日本輸送株式会社　名張営業所 三重県名張市長瀬１４０５番地 0595-62-6020

名張市 三糧輸送株式会社　名張営業所 三重県名張市東田原字頭界２５５１－１，２５５１－２ 0595-65-4474

名張市 ヤマト運輸株式会社　名張営業所 三重県名張市西原町字井之上２７５０－１ 080-5045-7945

名張市 有限会社川商ライン　本社営業所 三重県名張市八幡塩塚１６６８－１ 0595-64-7812

名張市 トランコムＤＳ株式会社　伊賀センター 三重県名張市八幡奥入野１２３２－３ 059-234-2030

名張市 株式会社山中運輸　三重営業所 三重県名張市新田８００ 0595-67-1160

名張市 ヤマト運輸株式会社　名張朝日営業所 三重県名張市朝日町１５１４－１ 080-5045-7937

名張市 深山運送有限会社　本社営業所 三重県名張市東田原字頭界２６１７－１ 0595-65-7216

名張市 シンキ配送株式会社　名張営業所 三重県名張市八幡字口入野１８９１－２ 0595-66-2882

尾鷲市 佐川急便株式会社　尾鷲営業所 三重県尾鷲市瀬木山町４７７１番地の６ 0597-22-9691

尾鷲市 山信運送有限会社　本社営業所 三重県尾鷲市大字向井字村島１２－６ 0597-23-0616

尾鷲市 トランコムＤＳ株式会社　紀北センター 三重県尾鷲市中川２－９０ 059-234-2030

尾鷲市 近物レックス株式会社　尾鷲営業所 三重県尾鷲市桂ヶ丘７２－７ 0597-22-1630

亀山市 埼九運輸株式会社　鈴鹿営業所 三重県亀山市田村町字鳶ヶ尾６５９－３ 0595-83-5219

亀山市 柳河物流株式会社　亀山営業所 三重県亀山市和田町字上城１０１２番地 0595-84-2235

亀山市 有限会社明和物流　鈴鹿営業所 三重県亀山市栄町字萩野１４８８－２１７ 0595-96-8977

亀山市 明和運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市井尻町字貝蔵１４６５ 0595-82-5855

亀山市 大同商運株式会社　亀山営業所 三重県亀山市井尻町字貝蔵１４６５ 0595-82-1344

亀山市 株式会社夢生商会　本社営業所 三重県亀山市菅内町６３３番地２ 0595-83-1711

亀山市 伊鈴実業有限会社　本社営業所 三重県亀山市菅内町字植松１２４０－１ 0595-84-5233

亀山市 有限会社ドリームライナー　本社営業所 三重県亀山市菅内町字折越１６５２番９ 0595-84-1233

亀山市 豊栄物流有限会社　本社営業所 三重県亀山市野村町字太古場１７８９－９０ 0595-82-3011
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亀山市 亀山急送株式会社　本社営業所 三重県亀山市野村町字大古場１７９５－２ 0595-82-0759

亀山市 Ｏｄ株式会社　本社営業所 三重県亀山市住山町字笹尾５０５－１ 0595-97-3824

亀山市 佐川急便株式会社　亀山営業所 三重県亀山市布気町５５０番地４ 0595-84-1250

亀山市 株式会社日商　本社 三重県亀山市布気町字道野５５０番４ 0595-84-2424

亀山市 株式会社オーネックスライン　三重営業所 三重県亀山市白木町押之尾６０－２８ 0595-96-8051

亀山市 東海西部運輸株式会社　三重営業所 三重県亀山市白木町貝下１８６６－２ 0595-84-1133

亀山市 株式会社カワキタエクスプレス　本社営業所 三重県亀山市白木町字押之尾６０番地２１ 0595-83-1690

亀山市 有限会社中野瀬物流　本社営業所 三重県亀山市川崎町字上垣内３１０３番地 0595-85-8800

亀山市 三糧輸送株式会社　鈴鹿営業所 三重県亀山市川崎町字上垣内４９０７ 0595-85-8820

亀山市 吉井運送株式会社　亀山営業所 三重県亀山市田村町１７７９－１４ 0595-85-2299

亀山市 澁澤陸運株式会社　三重ターミナル 三重県亀山市田村町字西山１８８８－１６ 0595-85-1138

亀山市 ヤマト運輸株式会社　亀山川崎営業所 三重県亀山市田村町字東條４４４－１ 080-5481-7909

亀山市 山川運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市関町市瀬３４－１ 0595-96-0333

亀山市 株式会社シンク　東海営業所 三重県亀山市関町木崎９５－４ 0595-96-3350

亀山市 ダイセーエブリー二十四株式会社　亀山ハブセン 三重県亀山市関町萩原字山神７５０番地１ 0595-97-8024

亀山市
西日本エア・ウォーター物流株式会社　亀山ロー

リー営業所
三重県亀山市白木町字西大谷１７００番地５ 0595-84-1062

亀山市 アスカ急送株式会社　本社 三重県亀山市布気町字日原１６１４－１ 0595-82-7237

亀山市 ヤマト運輸株式会社　亀山関営業所 三重県亀山市関町大字鷲山字石塲１８４－１ 080-5481-6345

亀山市 株式会社ＦＡＲＷＥＳＴ　鈴鹿営業所 三重県亀山市川崎町１６１５－２ 052-629-2338

亀山市 西川運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市天神２－３５９９－１ 0595-82-7132

亀山市 株式会社ムロオ　関センター 三重県亀山市関町市瀬１－１ 0595-96-1300

亀山市 名鉄急配株式会社　三重支店 三重県亀山市小野町字北割５３２－１０ 0595-83-1881

亀山市 なごの浦運送株式会社　亀山営業所 三重県亀山市田村町大字大野１７７７－４３ 0595-85-3110

亀山市 亀幸運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市菅内町１６８３番地２１ 0595-82-3043

亀山市 名豊運輸株式会社　亀山営業所 三重県亀山市太岡寺町上がり鼻１０１７－１ 0562-48-2567

亀山市 フジトランスポート株式会社　三重支店 三重県亀山市白木町６０番地の２４ 0595-83-3303

亀山市 丸加運輸株式会社　亀山営業所 三重県亀山市野村二丁目１６０－１ 0595-84-5556

亀山市 森実運輸株式会社　三重支店 三重県亀山市関町会下１２８５－１ 0595-96-1851

熊野市 ヤマト運輸株式会社　熊野有馬営業所 三重県熊野市有馬町字松原５６２２－１ 080-5045-8120

熊野市 三重交通株式会社　南紀営業所 三重県熊野市有馬町字亀ガツロ３７２４－５ 0597-85-2196

いなべ市 トヨタ輸送株式会社　いなべ営業所 三重県いなべ市員弁町市之原１０番 0594-74-5011

いなべ市 カリツー株式会社　三重いなべ営業所 三重県いなべ市員弁町岡丁田字和里山１９９６－１ 0594-84-1140
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いなべ市 由原運送株式会社　本社営業所 三重県いなべ市員弁町松之木字岡辰１１２ 0594-74-2362

いなべ市 ＴＢロジスティクス株式会社　いなべ営業所 三重県いなべ市員弁町大字大泉字藤谷２１８１－５９ 0594-84-2614

いなべ市 ヤマト運輸株式会社　いなべ営業所 三重県いなべ市大安町石博東北野１８５２－１６ 080-5045-7830

いなべ市 柘運送株式会社　三重営業所 三重県いなべ市大安町大井田外辻２２７８－１ 0594-77-0411

いなべ市 株式会社東和商事　三重営業所 三重県いなべ市大安町石博下字辻内１６４－２ 080-6902-4793

いなべ市 三重執鬼株式会社　いなべ 三重県いなべ市大安町南金井１７１３－８ 059-384-0003

いなべ市 株式会社トヨカサービス　員弁営業所 三重県いなべ市大安町南金井字石佛東２５５７－６ 0594-82-6410

いなべ市 株式会社日本陸送　北勢営業所 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字留尻６５ 0594-72-6757

いなべ市 株式会社田中運輸　本社 三重県いなべ市北勢町畑毛字井戸尻１０５０番地２ 0594-72-2301

いなべ市 三岐通運株式会社　環境資源事業部 三重県いなべ市北勢町瀬木字川向５７５ 0594-41-3737

いなべ市 三岐通運株式会社　粉粒体事業部 三重県いなべ市北勢町大字瀬木字川向５７５ 0594-72-4081

いなべ市 株式会社ロジス・ワークス　三重事業所 三重県いなべ市北勢町麻生田１３２６－１ 0594-72-6861

いなべ市 愛知陸運株式会社　いなべ営業所 三重県いなべ市北勢町阿下喜字惣作３４３６－１ 0594-41-3337

いなべ市 岡興産運輸株式会社　本社 三重県いなべ市藤原町大字下野尻字中島８６，８７ 0594-46-2039

いなべ市 鈴鹿インター株式会社　いなべ事業所
三重県いなべ市大安町石榑下字月岡２７４番地１、２７４

番地１８、字中尾２３３番地９
0594-88-1500

いなべ市 株式会社ファーイースト　いなべ営業所 三重県いなべ市大安町石榑東１１７０－１ 0594-78-2700

いなべ市 有限会社いなべ物流サービス　本社営業所 三重県いなべ市北勢町北中津原１００９－１ 0594-82-1502

いなべ市 株式会社アムール　本社営業所 三重県いなべ市北勢町西貝野４５番地５ 0594-72-2678

いなべ市 株式会社名古屋サンギ　Ａ・Ｐ事業推進室 三重県いなべ市大安町門前字西山２４０９－１ 0594-87-0701

いなべ市 株式会社名古屋サンギ　三重運輸課 三重県いなべ市大安町丹生川上字梨本１２２８番６ 0594-88-1830

志摩市 マルイ運送株式会社　志摩営業所 三重県志摩市磯部町沓掛体ノ谷７－２ 059-234-7785

志摩市 三重近物通運株式会社　志摩営業所 三重県志摩市阿児町鵜方２０１６番地１ 0599-43-0046

志摩市 ヤマト運輸株式会社　志摩営業所 三重県志摩市阿児町鵜方字金谷２９４４－１０１ 080-5043-5939

志摩市 有限会社山口商事　本社営業所 三重県志摩市阿児町国府４１６７－１ 0599-44-8508

伊賀市 株式会社日本陸送　伊賀営業所 三重県伊賀市佐那具町字濁屋池１８０６－８ 0595-22-1181

伊賀市 佐川急便株式会社　伊賀営業所 三重県伊賀市佐那具大字馬屋谷１９０２番地の４ 0595-23-6911

伊賀市 株式会社丸吉運送　三重営業所 三重県伊賀市佐那具町字高野１７８ 053-485-5864

伊賀市 有限会社ユウケイ物流　本社営業所 三重県伊賀市千歳１４０８番地７ 0595-23-8861

伊賀市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　伊賀上野 三重県伊賀市千歳下水８１－１ 0595-24-2977

伊賀市 創建運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市千歳字野添９２２番地の１ 0595-48-6744

伊賀市 トナン輸送株式会社　三重営業所 三重県伊賀市土橋字堂木１８番地 0595-26-3232

伊賀市 滋賀近交運輸倉庫株式会社　三重支店 三重県伊賀市三田字東大町４１０番地５ 0595-21-8841
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伊賀市 長田産業株式会社　三重営業所 三重県伊賀市長田字西岡７６０番地１ 0595-26-1677

伊賀市 中部急送株式会社　三重営業所 三重県伊賀市大内字小廻り３４２番地２ 0595-20-9980

伊賀市 京阪運輸株式会社　三重営業所 三重県伊賀市上之庄４６－１ 0595-48-6883

伊賀市 有限会社和田商店　本社営業所 三重県伊賀市阿保９２５の３８番 0595-52-0049

伊賀市 三重運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市西明寺３２０６ 0595-21-0948

伊賀市 株式会社金澤物流サービス　本社営業所 三重県伊賀市荒木字野々宮１１８４－７，１１８４－１ 0595-24-4078

伊賀市 ヤマト運輸株式会社　伊賀営業所 三重県伊賀市四十九町字鍋澤２６８４－２，２６８５－１ 080-5045-7932

伊賀市 三重近交運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市小田町１７５１番５号 0595-22-1321

伊賀市 白鳳運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市安場１７３０－３３ 0595-39-0016

伊賀市 トナミ運輸株式会社　上野営業所 三重県伊賀市安場字鳥喰１４４７－２ 0595-39-1073

伊賀市 近物レックス株式会社　伊賀支店 三重県伊賀市安場字八十苅１８１１ 0595-39-0785

伊賀市 ヤマト運輸株式会社　伊賀阿山営業所 三重県伊賀市円徳院字南中溝４５１－３ 080-5045-7915

伊賀市 有限会社柘植運送　本社営業所 三重県伊賀市柘植町字口中山２６６２－１４ 0595-45-3602

伊賀市 名阪エクスプレス株式会社　本社営業所 三重県伊賀市中柘植字宮谷１１９１，１１９５ 0595-45-2477

伊賀市 上野運送株式会社　三重伊賀営業所 三重県伊賀市川東２１７４－２ 0595-45-8805

伊賀市 株式会社関本商事　本社営業所 三重県伊賀市西之澤１４２８番地１ 0595-45-3855

伊賀市 日進高田運送株式会社　島ヶ原営業所 三重県伊賀市島ヶ原１６７６１－２ 0595-59-9006

伊賀市 司関西株式会社　伊賀営業所 三重県伊賀市西明寺３２０９－３ 0595-22-8062

伊賀市 八大運輸株式会社　伊賀営業所 三重県伊賀市治田３２０９ 0595-20-1088

伊賀市 衣笠運送株式会社　三重 三重県伊賀市治田字山梨３１９７番４３号 0595-20-2200

伊賀市 株式会社樋口物流サービス　伊賀 三重県伊賀市久米町８９０－１ 0595-20-9100

伊賀市 株式会社日之出運輸　上野事業所 三重県伊賀市東条字婦ノ鳥１４５－２ 0595-26-6111

伊賀市 株式会社日硝ハイウエー　名阪営業所 三重県伊賀市山畑１６５－３ 0595-45-6322

伊賀市 株式会社アイルライン　　本社営業所 三重県伊賀市問屋町１１番地１ 0595-51-7709

伊賀市 三重執鬼株式会社　伊賀 三重県伊賀市字洪田８８４－１ 0595-24-3199

伊賀市 株式会社豊永　本社営業所 三重県伊賀市猪田６２５７番地の４ 0595-24-1782

伊賀市 樹通商株式会社　本社営業所 三重県伊賀市服部町７５８－１９ 0595-22-8277

伊賀市 株式会社ロジックス東海　本社営業所 三重県伊賀市川東字鳥屋２１７０－１５ 0595-45-8805

伊賀市 株式会社中田商事　本社営業所 三重県伊賀市荒木字野々浦８９３－１ 0595-26-3535

伊賀市 脇田運輸株式会社　三重営業所 三重県伊賀市柘植町５７２６ 0595-45-9543

伊賀市 日本郵便株式会社　上野郵便局 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３ 0595-21-3757

伊賀市 株式会社ネクスウェイ　本社営業所 三重県伊賀市炊村字赤坂３０７２番地１ 0595-46-9210

伊賀市 有限会社千堀機工　本社営業所 三重県伊賀市炊村福王寺１４９５番地４ 0595-47-0373
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伊賀市 近畿福山通運株式会社　伊賀上野営業所 三重県伊賀市治田字南福沢３４７１－１ 0595-20-2920

伊賀市 ワールド運輸株式会社　伊賀物流センター 三重県伊賀市川西１７３８－２ 0595-45-9511

伊賀市 三栄運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市千歳字池之谷１５０７番地１７ 0595-26-2151

伊賀市 安永運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市西明寺字中尾谷２２９４－２ 0595-21-2913

伊賀市 愛知車輌興業株式会社　三重営業所 三重県伊賀市中友田１６００ 0595-43-2160

伊賀市 三重西濃運輸株式会社　上野支店 三重県伊賀市千歳下水８１－１ 0595-23-6621

鳥羽市 ヤマト運輸株式会社　鳥羽営業所 三重県鳥羽市鳥羽４丁目２３６９－１ 080-6697-1346

桑名郡 大輝株式会社　本社営業所 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子字提外１３０－１ 0567-68-5044

桑名郡 日本ルートサービス株式会社　桑名事業所 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１－１ 0567-69-2985

桑名郡 平木運送株式会社　中京営業所 三重県桑名郡木曽岬町大字和富８－８ 0567-68-5922

桑名郡 丸冨士興運有限会社　本社 三重県桑名郡木曾岬町大字源緑輪中９７１－３ 0567-68-4038

員弁郡 株式会社速水運輸　三重
三重県員弁郡東員町大字六把野新田５１番３プレジールイ

ワタ１０２号
0594-76-9690

員弁郡 新興運輸株式会社　本社営業所 三重県員弁郡東員町大字六把野新田字新起１３０２－２ 0594-76-2449

員弁郡 旭新運送株式会社　三重営業所 三重県員弁郡東員町大字山田３６１６－４ 0594-76-1375

三重郡 大洋荷役株式会社　四日市 三重県三重郡菰野町４１３６－４ 059-325-3565

三重郡 日本梱包運輸倉庫株式会社　菰野出張所 三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０ 059-394-2322

三重郡 鈴鹿日梱株式会社　菰野営業所 三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０ 059-394-2496

三重郡 有限会社裕進運輸　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字千草５０１１－４，４９９２－７ 059-335-2077

三重郡 株式会社山運　三重営業所 三重県三重郡菰野町大字千草字央畑５１４１－４ 0593-94-7255

三重郡 古川物流株式会社　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字永井３０６７番地の９３ 059-399-2750

三重郡 太陽急配株式会社　四日市営業所 三重県三重郡菰野町大字永井字北柿ノ木３０６８－３３ 059-399-3600

三重郡 大和物流株式会社　三重支店 三重県三重郡菰野町大字竹成字下雁沢３４７５－１ 059-396-0751

三重郡 株式会社グットキャリーミエ　菰野営業所 三重県三重郡菰野町大字竹成字追上２７０－３ 059-337-9705

三重郡 ヤマト運輸株式会社　三重菰野営業所 三重県三重郡菰野町大字竹成字弥八１３３６．１３３７ 080-5068-2674

三重郡 三岐通運株式会社　Ａ・Ｐ第一事業部 三重県三重郡菰野町大字田口新田字北沢８４０－２ 059-396-5888

三重郡 株式会社エヌティーシー　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字小島４５２－２２ 059-396-5000

三重郡 桑栄運輸株式会社　朝日営業所 三重県三重郡朝日町大字縄生字小向新貝５５ 059-377-2720

三重郡 ヤマト運輸株式会社　三重川越営業所 三重県三重郡朝日町大字縄生字八反河原３６８－１ 080-5451-4161

三重郡 株式会社暁興産　本社営業所
三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６２１、６２２－

１、－２－３
059-364-2020

三重郡 石井運輸株式会社　名四営業所 三重県三重郡川越町大字当新田字宮前６３３－１ 059-361-6666

三重郡 川越運送株式会社　本社営業所 三重県三重郡川越町亀崎新田１１６ 059-364-3622

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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三重郡 大川運輸倉庫株式会社　本社営業所 三重県三重郡川越町大字亀崎新田７７－３１ 059-364-0671

三重郡 森洋運輸株式会社　四日市営業所 三重県三重郡川越町大字高松字中島８３４－１ 059-361-7501

三重郡 株式会社共栄ロジックサービス　本社営業所 三重県三重郡川越町大字高松字萩葉１６７－１，１６８－ 059-365-0965

三重郡 ロジトライ中部株式会社　四日市事業所 三重県三重郡川越町大字高松字葭野１５３２－１ 059-365-8121

三重郡 伊井運輸株式会社　本社営業所 三重県三重郡川越町豊田５８１ 059-365-6336

三重郡 株式会社益生小型運送　本社営業所 三重県三重郡四日市市中村町字中尾２４１６－７ 059-364-7611

三重郡 株式会社伸栄冷蔵　本社 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字下新田７７番地４５５ 059-364-8355

三重郡 川越商事有限会社　本社営業所 三重県三重郡川越町大字亀崎新田１１６番地 059-364-3022

三重郡 株式会社杉孝　四日市営業所 三重県三重郡川越町亀崎新田８０番地１ 059-361-1850

三重郡 菰野運輸株式会社　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字菰野字辰己野９９４－７ 059-394-1133

三重郡 株式会社プライド物流　本社営業所 三重県三重郡川越町大字高松９６９番地２ 059-361-2071

三重郡 株式会社プライド物流　菰野営業所 三重県三重郡菰野町大字神森字大連４８８番地５ 059-391-1505

三重郡 中川運輸株式会社　四日市支店 三重県三重郡川越町大字当新田字中通５０１－１ 059-365-7385

三重郡 アイサン物流株式会社　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字下村４２番地 059-393-2233

三重郡 一宮運輸株式会社　物流センター三重 三重県三重郡菰野町大字大強原字狐塚２５００－１ 059-394-0138

多気郡 トランコムＤＳ株式会社　松阪センター 三重県多気郡多気町西山２８２－１５ 059-234-2030

多気郡 平和運送株式会社　三重営業所 三重県多気郡多気町仁田６４６番地１ 0598-39-7078

多気郡 ヤマト運輸株式会社　多気営業所 三重県多気郡多気町色太９４７－２３ 080-5045-7886

多気郡 ヤマト運輸株式会社　三重大台営業所 三重県多気郡大台町高奈尾崎９６１ 080-5045-7878

多気郡 株式会社ベーシック　本社営業所 三重県多気郡明和町大字有爾中字堀田１１５５番地５６ 0596-53-2010

度会郡 ドリームライン株式会社　南伊勢営業所 三重県度会郡南伊勢町内瀬字新木場１９６５番地 0599-67-8836

度会郡 ヤマト運輸株式会社　南勢伊勢路営業所 三重県度会郡南伊勢町伊勢路沖田６１０－４８ 080-5045-8996

度会郡 ヤマト運輸株式会社　伊勢玉城営業所 三重県度会郡玉城町玉川字東浦３０１ 080-5481-6344

度会郡 伊勢志摩陸運有限会社　本店営業所 三重県度会郡玉城町坂本字細井原２３番地１ 0596-58-8060

度会郡 寿運輸有限会社　本社営業所 三重県度会郡玉城町中楽字墓添６８０－２ 0596-25-6128

度会郡 有限会社北武運輸　本社営業所 三重県度会郡玉城町蚊野字クチ川１６３５番１ 0596-63-5963

度会郡 ニコニコ運送有限会社　本社営業所 三重県度会郡玉城町野篠１３００－１ 0596-58-7353

度会郡 株式会社森本通商　本社営業所 三重県度会郡度会町麻加江字古御堂８２３番地２ 0596-64-0173

度会郡 中川運輸株式会社　本社営業所 三重県度会郡玉城町佐田字大久保道北７３３－１ 0596-58-6336

度会郡 三重西濃運輸株式会社　伊勢営業所 三重県度会郡玉城町宮古字白石谷２２６１ 0596-58-1577

南牟婁郡 大井運送有限会社　本社営業所 三重県南牟婁郡御浜町大字志原字赤崎１７６１－２１ 05979-2-0212

南牟婁郡 ドリームライン株式会社　紀南営業所 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和２１７０－２ 0597-92-3803

南牟婁郡 ヤマト運輸株式会社　熊野御浜営業所 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和字這上り３５９８－１ 080-5045-8120

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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南牟婁郡 株式会社ムロオ　みはまセンター 三重県南牟婁郡御浜町阿田和定念坊３５３３番 05979-2-3961

北牟婁郡 三重近物通運株式会社　長島営業所 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島１７９６－４７、４ 0597-47-0503

北牟婁郡 ドリームライン株式会社　紀北営業所 三重県北牟婁郡紀北町海山区中里４０８－１ 0597-35-0022

北牟婁郡 ヤマト運輸株式会社　紀伊長島営業所
三重県北牟婁郡紀北町長島字加田１７１５番地４、１７１

６番地１
080-5068-0795

※「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。 17／17　ページ　


