貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市

安全性優良事業所

（滋賀県）
電話番号
0748-46-5522
0748-37-6160
0748-37-5860
0748-38-5500
0748-37-7117
0748-37-6611
0748-37-2787
0748-29-3030
0748-32-2340
090-2043-7726
0748-31-3390
077-554-9801
070-5661-9958
077-552-2399
077-553-3311
077-552-2381
077-553-1070
077-553-6521
077-551-2855
077-599-0611
0748-77-2882

事業所名
西濃運輸株式会社 近江営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 近江八幡支店
滋賀流通株式会社 近江八幡営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 滋賀営業所
株式会社暁運輸 滋賀営業所
澁澤陸運株式会社 滋賀ターミナル
トナミ運輸株式会社 滋賀支店
株式会社吉川運送 滋賀営業所
株式会社日吉 本社
ヤマト運輸株式会社 近江八幡支店
株式会社トーショー 滋賀営業所
日本通運株式会社 栗東流通センター
株式会社タカキ物流サービス 滋賀営業所
株式会社ロジテック・サン 滋賀営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 栗東西営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 栗東輸送センター営業所
トヨタ輸送中部株式会社 滋賀事業所
株式会社栗東中村組 本社営業所
株式会社ユニバーサルロジ 本社
株式会社前河通商 本社営業所
有限会社ヒラタ 本社営業所

住所
滋賀県近江八幡市安土町石寺２８
滋賀県近江八幡市西生来町字北岸前１２２４－１
滋賀県近江八幡市西生来町１８７２－３
滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山９５１番４
滋賀県近江八幡市長光寺町字寺中７０３
滋賀県近江八幡市上田町２６－１
滋賀県近江八幡市東川町字丑田２２１
滋賀県近江八幡市若宮町６８番地の１
滋賀県近江八幡市北之庄町９０８
滋賀県近江八幡市西庄町字大和田２００６－５他４筆
滋賀県近江八幡市出町６７０
滋賀県栗東市六地蔵七の坪１０７０番地１
滋賀県栗東市東坂５３番１３号
滋賀県栗東市安養寺７丁目７番３２－１０６号
滋賀県栗東市小野５４２－１
滋賀県栗東市小野７４５－１
滋賀県栗東市六地蔵松本１１５８
滋賀県栗東市六地蔵２２９－２
滋賀県栗東市蜂屋９６１番地１
滋賀県栗東市蜂屋９１１番地１
滋賀県栗東市上鈎９７番地３

栗東市

湖南運輸株式会社 本社営業所

滋賀県栗東市上鈎４８－１

077-553-2232

栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市

ヤマトマルチチャーター株式会社 滋賀営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 滋賀支店
株式会社ランテック 滋賀支店
中栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社吉田 本社営業所
大阪第一作業株式会社 滋賀営業所
アジアマシナリーソリューションズ株式会社 滋賀営業所
株式会社ギオン 滋賀ステーション

滋賀県栗東市下鈎９１７－１
滋賀県栗東市下鈎９１７番地の１
滋賀県栗東市下鈎９２３番地の１
滋賀県栗東市綣１丁目７－１２
滋賀県栗東市綣５丁目２－２１
滋賀県栗東市出庭５０７－１
滋賀県栗東市出庭５２０―１０
滋賀県栗東市出庭４８２

077-568-8055
077-554-8816
077-551-2630
077-553-1653
077-514-7181
072-886-1223
077-554-9102
077-554-8177

※「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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R３.4.１
主な輸送品目（任意掲載）

出版・印刷物、機械・機械部品
家電品・家電部品

市区郡名

事業所名

栗東市

株式会社ロジネットジャパン西日本

滋賀支店

栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
湖南市

レンゴーロジスティクス株式会社 栗東営業所
近物レックス株式会社 栗東支店
中倉陸運株式会社 栗東営業所
株式会社雅産商 本社営業所
石下運輸株式会社 滋賀支店営業所
ヤマト運輸株式会社 滋賀主管支店
アートコーポレーション株式会社 滋賀営業所
滋賀協同物流株式会社 栗東営業所
ヤマト運輸株式会社 栗東支店
淺野運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社吉秀トラフィック 滋賀営業所
株式会社寺田自動車 本社営業所
桜花運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸文 関西営業所
アヤハ運輸倉庫株式会社 本社栗東営業所
株式会社坂口運送 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 関西支店
有限会社福永レッカーサービス 滋賀営業所
福山通運株式会社 栗東支店
株式会社ジェイネットライン 滋賀支店

湖南市

ヤマト運輸株式会社

湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市

株式会社ケアフルプロモーション 湖南営業所
株式会社しが山急 本社営業所
東新物流株式会社 東新物流株式会社石部営業所
石部近陸運送株式会社 本社営業所
細野運送株式会社 関西営業所
石部運輸倉庫株式会社 本社営業所
和光運輸株式会社 滋賀営業所
京阪運輸株式会社 本社営業所
江洲運輸株式会社 石部営業所
株式会社大榮 滋賀営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 滋賀営業所

湖南石部センター

※「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
滋賀県栗東市辻５０１－２、５０２－２、５０３－３、５
０４－３
滋賀県栗東市辻５６４－１
滋賀県栗東市辻５２９－１
滋賀県栗東市辻字鳥居本５０６他７筆
滋賀県栗東市林５０２－１
滋賀県栗東市林２９９－１
滋賀県栗東市伊勢落字野神７２０
滋賀県栗東市伊勢落字野神７２９番地５
滋賀県栗東市高野２０６－１
滋賀県栗東市高野字岩畑７４８－１、７４９
滋賀県栗東市高野５８８
滋賀県栗東市高野７３９
滋賀県栗東市大橋一丁目９－２７
滋賀県栗東市大橋５－１０－３０
滋賀県栗東市大橋７－６４２
滋賀県栗東市手原８－１－７
滋賀県栗東市手原８－２－２２
滋賀県栗東市手原６丁目４－２０
滋賀県栗東市手原５丁目５－１３
滋賀県栗東市手原８－２－２８
滋賀県湖南市下田５６８番地１
滋賀県湖南市宝来坂１丁目３８４５－２の一部、３８４６
－１の一部
滋賀県湖南市石部東六丁目５０８番地
滋賀県湖南市石部南５丁目３番１３号
滋賀県湖南市石部北３丁目１－３０
滋賀県湖南市石部北５－２－３
滋賀県湖南市石部北１－１７８３
滋賀県湖南市石部北１－４－３６
滋賀県湖南市石部北５丁目３ー１５
滋賀県湖南市石部北３丁目２－２６
滋賀県湖南市石部北１丁目１０２２ー２
滋賀県湖南市下田４１７３番地１０
滋賀県湖南市日枝町１０１－２０
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電話番号
077-554-7695
077-552-2343
077-552-0278
077-552-1312
077-554-7788
077-552-3580
077-553-3278
077-549-0123
077-552-0338
077-553-3193
077-552-4511
077-554-8892
077-585-7788
077-554-0848
077-553-7780
077-553-3820
077-552-4485
077-551-2610
077-554-3838
077-553-3301
0748-75-8858
0748-77-8830
0748-76-4650
0748-77-2331
0748-77-5234
0748-77-2229
0748-77-8565
0748-77-3123
0748-77-8418
0748-77-2166
0748-77-2060
0748-69-7730
0748-75-2301

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
甲賀市
甲賀市

事業所名
株式会社フレイトライン・ホリウチ 滋賀営業所
株式会社丸麦運輸 滋賀営業所
株式会社誠綾輸送 本社営業所
株式会社ヤマタネロジスティクス 滋賀営業所
北川運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社サンロジスティックス 滋賀営業所
株式会社カンキウ物流 滋賀営業所
株式会社エスラインギフ 栗東営業所
日本通運株式会社 甲賀事業所
日本陸送株式会社 滋賀営業所
諸星運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社ＳＹＮＣＬＩＮＥＳ 本社営業所
滋賀丸工運送株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 滋賀支店
株式会社合通 滋賀支店
株式会社松田商事 本社営業所
西濃運輸株式会社 滋賀支店
甲西陸運株式会社 本社営業所
グロービック株式会社 湖南営業所
丸全昭和運輸株式会社 滋賀営業所
第一貨物株式会社 滋賀支店
明光運輸株式会社 滋賀営業所
神奈川運送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 滋賀支店
洛西貨物自動車株式会社 滋賀支店
イワタニ・エコ・ロジ株式会社 本社営業所
東亜貨物株式会社 甲西営業所
松岡満運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社関西物流 本社営業所
大和物流株式会社 滋賀支店
佐川急便株式会社 湖南営業所
株式会社サンエー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 湖南岩根中央センター
株式会社滋賀物流サービス 本社営業所
豊能運送株式会社 滋賀営業所

※「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
滋賀県湖南市日枝町１－１
滋賀県湖南市日枝町４－５
滋賀県湖南市日枝町４－１０
滋賀県湖南市日枝町３－１
滋賀県湖南市小砂町３番地
滋賀県湖南市小砂町４番地３
滋賀県湖南市小砂町３－１
滋賀県湖南市小砂町４－３
滋賀県湖南市三雲１３６－１，１０２－２
滋賀県湖南市夏見１７５番地
滋賀県湖南市夏見２１５０
滋賀県湖南市夏見３６８番地３
滋賀県湖南市夏見字円満堂２１１７
滋賀県湖南市夏見字下柳１２７４
滋賀県湖南市夏見字二ツ橋２１４７、２１４８－３
滋賀県湖南市石部口２丁目５番１６号
滋賀県湖南市針字六の坪２６６－１
滋賀県湖南市柑子袋２７８
滋賀県湖南市柑子袋字前田１５１－１
滋賀県湖南市柑子袋字中之町２８８番１８
滋賀県湖南市小砂町４－３
滋賀県湖南市柑子袋字河原３７３
滋賀県湖南市柑子袋２２８番３号
滋賀県湖南市中央３－２１－３
滋賀県湖南市中央３－１３
滋賀県湖南市菩提寺３２７－１４
滋賀県湖南市菩提寺字平尾２０９７
滋賀県湖南市朝国字蔵之海道１７８番１
滋賀県湖南市朝国２６１－１
滋賀県湖南市朝国２６１－１
滋賀県湖南市岩根１６５６－２４
滋賀県湖南市岩根字場広山２５７－１６４
滋賀県湖南市岩根中央３丁目５９・６０番
滋賀県甲賀市水口町八田８８６番地８
滋賀県甲賀市水口町八田８５９－３５
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電話番号
主な輸送品目（任意掲載）
0748-75-8669
0748-75-3331
0748-75-1115
0748-75-1183
0748-75-1520
0748-75-8265
0748-75-2127 空瓶、飲料等
0748-75-2080
0748-72-1107
0748-72-4640
0748-72-5600
0748-71-3480
0748-72-5959
0748-72-1181
0748-72-3911
0748-78-0048
0748-72-2191
0748-72-1214
0748-72-1810
0748-72-3625
0748-76-3344
0748-72-8050
0748-72-7015
0748-72-2392
0748-72-3100
0748-74-0323
0748-74-2187
0748-72-9071
0748-71-4233
0748-72-9891
0748-71-2711
0478-75-2551
0748-71-4336
0748-65-5533
0748-63-7690

市区郡名
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

事業所名
有限会社大裕急送 本社営業所
新生物流有限会社 本社営業所
旭新運輸開発株式会社 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 甲賀東支店
株式会社関西丸和ロジスティクス 甲南センター
有限会社オクヤマ 団地営業所
協和陸運株式会社 滋賀営業所
滋賀運送株式会社 本社営業所
有限会社荒川運送 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 滋賀営業所
株式会社フジライン 滋賀支店営業所
株式会社フジラインエキスプレス 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 甲賀支店
株式会社泉倉庫 本社営業所
辻運輸有限会社 本社営業所
有限会社藤光 本社営業所
日発運輸株式会社 滋賀営業所
ＫＢＬＩＮＥ株式会社 滋賀営業所
株式会社フレッシュ便大阪 水口営業所
株式会社滋賀運送甲賀 水口支店
越野運送株式会社 滋賀営業所
コーガ運送有限会社 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 甲賀営業所
株式会社大翔物流 湖南営業所
株式会社岡山積載運輸 滋賀営業所
愛知陸運株式会社 滋賀営業所
株式会社日本陸送 滋賀営業所
ＭＡＲＵＧＯ株式会社 大野営業所
株式会社シガ・エージェントシステム 甲賀営業所
株式会社マルキュー物流 本社
有限会社忍通商 本社営業所
株式会社滋賀運送甲賀 本店
有限会社下村運輸 本社営業所
株式会社泉倉庫 土山物流センター
ヤマト運輸株式会社 甲賀信楽センター

※「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
滋賀県甲賀市甲南町寺庄８０６－３夢咲きの里Ｈ２０３号
滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２番地３６
滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２番地１８
滋賀県甲賀市甲南町野尻字酒屋垣内４１７番１
滋賀県甲賀市甲南町市原３０３－６
滋賀県甲賀市甲賀町神保５３－１０
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場７６９番地
滋賀県甲賀市水口町名坂８２２，８２３
滋賀県甲賀市水口町宇川１４０８－１
滋賀県甲賀市水口町宇川字立原１３２６外
滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１
滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１
滋賀県甲賀市水口町泉字畑ケ田１０１８－１
滋賀県甲賀市水口町泉揚木１１４６－１
滋賀県甲賀市水口町北脇１４６６－１
滋賀県甲賀市水口町北脇４１５番地
滋賀県甲賀市水口町笹ヶ丘１－５
滋賀県甲賀市水口町笹が丘１番地１２
滋賀県甲賀市水口町さつきが丘２５
滋賀県甲賀市水口町さつきが丘８
滋賀県甲賀市水口町さつきが丘１１ダスキン滋賀工場内
滋賀県甲賀市水口町下山字市場１０８１
滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６－５
滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６番１１
滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘３２－２
滋賀県甲賀市水口町松尾５０２
滋賀県甲賀市土山町北土山字田村野４９１－２
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５－４
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５ー４
滋賀県甲賀市土山町大野２６９２
滋賀県甲賀市土山町大野４７８８番地９
滋賀県甲賀市土山町大野字澤４９４５－６
滋賀県甲賀市土山町大野４７９７番地
滋賀県甲賀市土山町大野字北谷３９５１－１
滋賀県甲賀市信楽町牧字斧山１７０８，１７０９，１７１
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電話番号
0748-60-4705
0748-86-9001
0748-86-1611
0748-86-8252
080-3519-9863
0748-88-5510
0748-88-3350
0748-62-1197
0748-63-0284
0748-65-6377
0748-63-5030
0748-63-5030
0748-62-2723
0748-62-0681
0748-62-0836
0748-63-1963
0748-62-3121
0748-70-5567
0748-63-3350
0748-63-2555
0748-63-3627
0748-62-2159
0748-63-7381
0748-65-1112
086-298-1234
0748-65-1801
0748-66-1171
0748-67-0511
0748-67-0511
0748-67-1191
0748-67-0086
0748-67-8388
0748-67-0666
0748-67-0238
0748-83-1373

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
甲賀市

北港運輸株式会社

事業所名
滋賀支店

高島市

高島運輸株式会社

本社営業所

高島市
高島市
高島市
高島市

ヤマト運輸株式会社 高島支店
滋賀貨物運輸株式会社 湖西営業所
アヤハ運輸倉庫株式会社 高島営業所
株式会社中田運送 本社営業所

高島市

セイノースーパーエクスプレス株式会社

高島市
高島市
高島市
守山市
守山市
守山市

有限会社イリエトレーディング 本社
ヤマト運輸株式会社 高島今津センター
株式会社平安運輸倉庫 本社
有限会社西村商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 守山支店
株式会社ジェネシス 滋賀営業所

守山市

ヤマト運輸株式会社

守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市
守山市

岡田運輸株式会社 守山営業所
株式会社アクティブ 滋賀営業所
佐川急便株式会社 守山営業所
株式会社カロカ急配 本社営業所
センコー株式会社 京滋車輛センター
久留米運送株式会社 滋賀店
株式会社和泉冷凍運輸 本社営業所

守山市

大門運輸株式会社

守山市
守山市
守山市
守山市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市

センコー株式会社 守山ＰＤセンター
株式会社仁礼物流 本社
株式会社中通 湖南営業所
ヤマト運輸株式会社 野洲支店
株式会社塚腰運送 滋賀営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 草津センター
滋賀センコー運輸整備株式会社 本社営業所
グリーンエキスプレス株式会社 本社営業所
株式会社引越社 滋賀営業所

住所
滋賀県甲賀市信楽町江田１０７３住友電工ウインテック
滋賀県高島市安曇川町五番領字蓮ヶ池１５１－１，１５

高島営業所

守山ふけセンター

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。

２，１５３－１
滋賀県高島市安曇川町川島字西町１１２３－１他２筆
滋賀県高島市新旭町太田字若宮２７８０－１
滋賀県高島市新旭町太田１０１１－１
滋賀県高島市新旭町北畑字道掛田２０８，字十句９７１－
滋賀県高島市新旭町安井川字風呂ノ本１２２６，１２２６
－１，３，５，７
滋賀県高島市新旭町大字安井川字堂の本１２６０－３
滋賀県高島市今津町住吉２丁目１番１１
滋賀県高島市マキノ町新保字風呂田８１６番２
滋賀県守山市播磨田町１３１８番地１
滋賀県守山市下之郷１丁目字上鎌田６５４番１
滋賀県守山市岡町１００番地
滋賀県守山市岡町字浮気前２５４－１、守山市浮気町字西
筋１７５－２
滋賀県守山市古高町字ゴケワ７８０－１０
滋賀県守山市古高町２３７－１０５
滋賀県守山市古高町字エカ塚７６６番地
滋賀県守山市大門町３０８－１
滋賀県守山市大門町字梅ヶ町３５６－１
滋賀県守山市大門町字盆瀬坊３１６－１
滋賀県守山市大門町３０８－１三榮ビルⅢ３Ｆ－２
滋賀県守山市大門町字門ヶ崎２６５・２６６・３０６－
１・３０７－１
滋賀県守山市大門町梅ヶ町３５６－１
滋賀県守山市欲賀町７５５番地
滋賀県守山市水保町字北川１３１１－１
滋賀県守山市立田町字竹ケ花４１２５
滋賀県草津市上寺町字上柳２００－３
滋賀県草津市上寺町可揩２８１－１
滋賀県草津市穴村町８２－１
滋賀県草津市駒井沢町字湯屋田１３７－１
滋賀県草津市平井２丁目１番８号
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電話番号
0748-82-8183
0740-32-0270
0740-34-1224
0740-25-7200
0740-25-2802
0740-25-3010
0740-25-5311
0740-25-4563
0740-22-3333
0740-27-0180
077-514-1905
077-598-0313
077-585-9081
077-514-2666
077-582-4175
077-581-0007
077-583-8518
077-582-7575
077-514-3260
077-583-3221
077-581-8411
077-582-0051
077-582-3920
077-585-1286
077-548-8062
077-585-6422
077-568-3532
080-3533-0110
077-568-3571
077-568-2727
077-561-1251

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

事業所名
滋賀ポスタルサポート株式会社 草津営業所
有限会社ヤマモト運送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター びわこ支社
株式会社草津物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 草津東支店
有限会社大宏運輸 本社営業所
株式会社丸留憲運輸 本社営業所
コトブキ運輸株式会社 本社営業所
江南工業株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大津支店
ヤマト運輸株式会社 滋賀草津支店
増田運送株式会社 本社営業所
京滋運輸株式会社 本社
日本郵便株式会社 草津郵便局
ヤマト運輸株式会社 大津皇子山センター
清水運送株式会社 本社
有限会社拾井商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大津支店
株式会社関西丸和ロジスティクス 北大津センター

大津市

ヤマト運輸株式会社

大津北支店

大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

福山通運株式会社 大津営業所
ヤマト運輸株式会社 大津志賀センター
滋賀コープサービス株式会社 本社営業所
グロービック株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 滋賀支社
株式会社山正マーケティングサービス 本社営業所
江洲運輸株式会社 大津営業所
日本通運株式会社 大津営業課
日本通運株式会社 大津センター
東洋運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 中央大津センター
菱倉運輸株式会社 大津営業所
伏見運送株式会社 滋賀支店
株式会社桝安運送店 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
滋賀県草津市上笠２丁目２３番３号
滋賀県草津市下笠町５５４－８
滋賀県草津市若竹町１０－７
滋賀県草津市岡本町４６７－１３
滋賀県草津市追分１丁目７番１１号
滋賀県草津市追分南３丁目９－２３
滋賀県草津市東矢倉２丁目３５－７
滋賀県草津市野路東５丁目２５番２５号
滋賀県草津市野路４丁目７－１１
滋賀県草津市南山田町字天野１００－１
滋賀県草津市矢橋町字間田１３２－１
滋賀県草津市南笠東三丁目２２番９８号
滋賀県草津市笠山一丁目２－１１５
滋賀県草津市西渋川１－３－３８
滋賀県大津市松山町１番２４号
滋賀県大津市皇子が丘１－８－１
滋賀県大津市比叡辻２丁目３０３
滋賀県大津市下阪本町３－１９０４－１、１９０９
滋賀県大津市真野５－３３－２５
滋賀県大津市本堅田３丁目字余所１４２０－１、１４２１
－１、１４２４－１、１４２５－８
滋賀県大津市山百合の丘１８番７号
滋賀県大津市南船路１２０－２
滋賀県大津市におの浜３丁目１の９本社内の一部
滋賀県大津市本宮１－５－３３
滋賀県大津市本宮２丁目３７番４号
滋賀県大津市秋葉台２４番３７号
滋賀県大津市晴嵐１丁目１６－１
滋賀県大津市中庄２丁目１ー７３
滋賀県大津市中庄２－１－７３
滋賀県大津市園山３丁目３－２
滋賀県大津市国分２－２２６－２２
滋賀県大津市松が丘七丁目１－１
滋賀県大津市平野２丁目字大津５３２－４
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１０
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電話番号
077-568-2211
077-568-8250
077-567-1600
077-567-0601
077-566-8491
077-526-7739
077-564-6277
077-562-5511
077-562-1204
077-566-1881
077-565-7582
077-563-3524
077-561-2166
077-562-0800
077-511-5725
077-524-3805
077-572-7890
077-579-5062
070-3939-6462
077-572-4188
077-598-8071
077-592-8666
077-527-5013
077-526-3826
077-523-3035
077-523-0255
077-534-5298
077-522-6637
077-523-1522
077-533-8663
080-3519-8703
077-549-8883
077-549-8270
077-547-3090

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市

事業所名
三陽輸送株式会社 本社営業所
株式会社中村組 本社営業所
山田運送株式会社 本社営業所
福井トナミ運輸株式会社 大津営業所
滋賀貨物運輸株式会社 大津営業所
株式会社エコライン 滋賀営業所
株式会社アスリート 本社営業所
株式会社山大物流 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 滋賀共配センター
株式会社ワイシー企画滋賀 本社
ヤマト運輸株式会社 大津東支店
ヤマト運輸株式会社 大津南支店
中山運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 滋賀営業所
日本郵便株式会社 大津中央郵便局
セイノースーパーエクスプレス株式会社 長浜航空営業所
菱化ロジテック株式会社 長浜営業所
ヤマト運輸株式会社 長浜支店
株式会社ＫＵＢＯＸＴ 滋賀営業所
阿蘓運輸株式会社 朝日町営業所
吉原建材運輸株式会社 曽根営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 長浜営業所
松潮物流株式会社 滋賀営業所
西濃運輸株式会社 長浜支店
宮部運輸有限会社 本社営業所
びわ貨物運送株式会社 長浜営業所
滋賀運輸株式会社 本社営業所
株式会社東洋社 滋賀
佐川急便株式会社 長浜営業所
吉原建材運輸株式会社 長浜営業所
滋賀近交運輸倉庫株式会社 本社営業所
近交運輸有限会社 長浜営業所
日本通運株式会社 長浜営業支店
滋賀ポスタルサポート株式会社 本社営業所
滋賀近交運輸株式会社 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
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１５
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１８
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１９
滋賀県大津市瀬田大江町１３番地２２
滋賀県大津市瀬田大江町３３－３８
滋賀県大津市瀬田大江町５９－１
滋賀県大津市瀬田大江町５５番地の１Ａ棟２０４号室
滋賀県大津市神領一丁目４番８号
滋賀県大津市神領４丁目６－１
滋賀県大津市瀬田５丁目３１番７号
滋賀県大津市大萱７丁目惣（えり）３２５５番地
滋賀県大津市稲津１丁目字諸濱１８５－６，１８４－７
滋賀県大津市石居１丁目７番１７号
滋賀県大津市神領四丁目６番１号
滋賀県大津市打出浜１－４
滋賀県長浜市森町中久保４１０－１
滋賀県長浜市八幡中山町５４０
滋賀県長浜市八幡中山町字柳町２８７、２８８
滋賀県長浜市内保町７５７番地
滋賀県長浜市朝日町３２－１６
滋賀県長浜市曽根町１２０１番地
滋賀県長浜市川道町字菖蒲原７５９－５
滋賀県長浜市小室町６４８番地
滋賀県長浜市東上坂町字十－ノ坪１９８番地７
滋賀県長浜市西上坂町字綴篭３９７－３
滋賀県長浜市西上坂町字北瓜生９８６－１
滋賀県長浜市加納町３９１
滋賀県長浜市加納町１０－１
滋賀県長浜市加納町３２３番地
滋賀県長浜市加納町字正言寺３９４番地
滋賀県長浜市山階町字西横田町９７－１
滋賀県長浜市山階町字北平田町６５番８
滋賀県長浜市山階町字井栗町２５３－１他２筆
滋賀県長浜市山階町字西横田町９７番１
滋賀県長浜市山階町字西横田町９７番１
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電話番号
077-544-2180
077-544-2160
077-544-2170
077-545-2340
077-544-2151
077-547-3002
077-545-6215
077-599-0171
077-547-2618
077-545-7194
077-544-6160
077-546-6008
077-546-0874
077-547-2617
077-524-2002
0749-64-1008
0749-62-1817
0749-63-6175
0749-74-8088
0749-63-0362
0749-73-2247
0749-72-6080
0749-74-0473
0749-68-3132
0749-63-2093
0749-65-4350
0749-63-1866
0749-68-1271
0749-68-3791
0749-73-2247
0749-65-8881
0749-52-1139
0749-62-1610
0749-62-8281
0749-65-8285

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
東近江市
東近江市

事業所名
株式会社Ｋライン 長浜営業所
ヤンマー製造サポート株式会社 本社事務所
株式会社下司運送 本社営業所
日軽物流株式会社 滋賀営業所
日本通運株式会社 彦根支店日本電気硝子事業所
増田運送株式会社 長浜営業所
太陽運輸株式会社 本社営業所
陸央物流サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 長浜北支店
有限会社ケイエイチドットコム 本社営業所
増田運送株式会社 能登川営業所
太陽運輸株式会社 能登川営業所

東近江市

ヤマト運輸株式会社

東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

東近江能登川センター

住所
滋賀県長浜市山階町字北平田町６５番８
滋賀県長浜市三和町７－３５
滋賀県長浜市大井町１３３３－３
滋賀県長浜市酢５００
滋賀県長浜市高月町高月字上町１８１５－１他７筆
滋賀県長浜市東野町１２０－１
滋賀県長浜市高月町森本１００
滋賀県長浜市高月町森本１００
滋賀県長浜市湖北町八日市字一ノ坪８３９番、８４３番２
滋賀県長浜市湖北町速水２０番地
滋賀県東近江市今町１０３９
滋賀県東近江市今町９４７
滋賀県東近江市山路町字平井３２４番地１、３２５番地、

３２６番地１、３２６番地３
ヤマト運輸株式会社 東近江支店
滋賀県東近江市札の辻２丁目字札の辻１２２０－１
株式会社大翔物流 本社営業所
滋賀県東近江市布施町向井田２２３４
三成物流株式会社 本社営業所
滋賀県東近江市東沖野三丁目８番２９号
株式会社Ｎプランニング 本社
滋賀県東近江市東沖野３－４－１２
下田物流株式会社 本社営業所
滋賀県東近江市五智町字早馬３３６
八日市物流倉庫株式会社 八日市営業所
滋賀県東近江市妙法寺町１１０１－３７、１１０１－３６
ダイイチ・トランスポート株式会社 本社
滋賀県東近江市妙法寺町大林９４７－２９
株式会社ワンビシアーカイブズ 関西センター運輸グルー 滋賀県東近江市寺町字栗林６１６－１
株式会社滋賀ユニック 本社営業所
滋賀県東近江市池田町１１０６，１１０７
山陽自動車運送株式会社 滋賀支店
滋賀県東近江市御園町奥布１１５
奥儀運送株式会社 本社営業所
滋賀県東近江市岡田町８１－１
鴻池運輸株式会社 山崎営業所 近江事業所
滋賀県東近江市尻無町布引山１４７３－１
トナン輸送株式会社 滋賀営業所
滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１３３８番地
グリーンロジスティクス株式会社 滋賀支店
滋賀県東近江市平柳町４８０番地
センコー株式会社 湖東車輛センター
滋賀県東近江市北花沢町百々１００
大沢運送株式会社 滋賀支店
滋賀県東近江市池庄町字南野１１１１－１
株式会社外村物流運輸 本社営業所
滋賀県東近江市池庄町字南野１９８８－２
滋賀近交運輸倉庫株式会社 湖東営業所
滋賀県東近江市中岸本町字高塚１８６番地１
株式会社ＵＡＣＪ物流 滋賀営業所
滋賀県東近江市中岸本町１８６－１
株式会社ハロー・ネットワーク滋賀 本社
滋賀県東近江市小田苅町２４９０－１
共同輸送株式会社 滋賀営業所
滋賀県東近江市小田苅町内林４－１

※「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
0749-63-6750
0749-65-5486
0749-73-2148
0749-73-4597
0749-85-2260
0749-57-6015
0749-85-3411
0749-85-3411
0749-78-1723
0749-78-0754
0748-42-5373
0749-85-3411
0748-42-8150
0748-23-2822
0748-20-0191
0748-24-9350
0748-22-1800
0748-24-1181
0748-22-3322
0747-23-6171
0748-23-5530
0748-23-7071
0748-25-1134
0748-22-2296
0748-23-3580
0748-20-4780
0749-45-3118
0749-45-3178
0749-45-3388
0749-45-3210
0749-45-8100
0749-45-8035
0749-45-3330
0749-45-5022

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
彦根市

事業所名
大陽運送株式会社 滋賀営業所
アヤハ運輸倉庫株式会社 湖東営業所
大興運輸サービス株式会社 本社営業所
株式会社キャリオン 本社営業所
有限会社川商物流運輸 本社営業所
木村商事株式会社 本社営業所
有限会社木村運輸 本社営業所
株式会社ティラドロジスティクス 滋賀営業所
滋賀貨物運輸株式会社 湖東支店
株式会社ケン・トップカーゴ 本社営業所
株式会社滋賀綜合輸送センター 本社営業所
大森運送株式会社 滋賀営業所
八日市物流倉庫株式会社 五個荘営業所
湖東物流株式会社 湖東物流センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 五個荘航空営業
大浪陸運株式会社 滋賀事業所
有限会社芸生トラフィック 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 東近江センター
協立運輸株式会社 滋賀営業所
有限会社クキトラフィックサービス 本社営業所
株式会社大新 本社営業所
愛知車輌興業株式会社 滋賀営業所
西日本車輌運輸株式会社 滋賀営業所
谷川運輸倉庫株式会社 蒲生営業所
有限会社エフ物流 本社営業所

彦根市

福山エクスプレス株式会社

彦根営業所

彦根市

びわ貨物運送株式会社

彦根市

福山通運株式会社

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市

株式会社滋賀トランポ 滋賀トランポ営業所
綜合警備保障株式会社 彦根支店
ヤマト運輸株式会社 多賀センター
日本通運株式会社 彦根営業課
東亜貨物株式会社 本社営業所

彦根営業所

彦根営業所

※「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
滋賀県東近江市小田刈町字内林１４－２
滋賀県東近江市小田苅町２００４番地他
滋賀県東近江市大清水町４７９－１０
滋賀県東近江市大清水町６０４番地
滋賀県東近江市勝堂町３９８
滋賀県東近江市勝堂町２－２
滋賀県東近江市勝堂町２－２
滋賀県東近江市横溝町４５
滋賀県東近江市五個荘簗瀬町字上川原４－２
滋賀県東近江市南清水町６４４－３
滋賀県東近江市五個荘五位田町一ノ坪１２番地５
滋賀県東近江市五個荘竜田町字ユ戸２３０－３
滋賀県東近江市五個荘小幡町字内林５２４－９
滋賀県東近江市五個荘川並町字竜１１００
滋賀県東近江市五個荘北町屋町字久保２１９
滋賀県東近江市五個荘石塚町字御仏供田２１５－４
滋賀県東近江市五個荘清水鼻町２０７番地１
滋賀県東近江市五個荘清水鼻町１５３－６
滋賀県東近江市五個荘清水鼻町字登り田１５３－１，１８
滋賀県東近江市桜川東町２０２番地３
滋賀県東近江市蒲生岡本町１１７７－１１
滋賀県東近江市宮川町２３６番地２
滋賀県東近江市宮川町２３７－１
滋賀県東近江市川合町２３２６－１
滋賀県彦根市鳥居本町２９０１番地６
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３、５３１－３、鳥居本

電話番号
0749-45-0572
0749-45-0908
0749-45-3115
0749-45-5011
0749-45-1311
0749-45-5055
0749-45-5055
0749-29-9024
0748-48-5565
0749-45-0961
0748-48-3933
0748-48-5580
0748-48-5110
0748-48-2935
0748-48-3232
0748-48-5073
0748-45-5022
080-3519-8753
0748-48-4111
0748-55-3563
0748-55-8570
0748-55-0125
0748-55-8222
0748-55-4075
0749-26-0399

0749-26-3281
町字返ル本５１３
0749-26-0458
滋賀県彦根市鳥居本町字縄手２９０１－６
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３、５３１－３、字返ル
0749-26-3281
本５１３
0749-21-5805
滋賀県彦根市鳥居本町字はさ満２３７２番地１
0749-23-2444
滋賀県彦根市駅東町１５番１近江鉄道本社ビル１階
0749-26-8181
滋賀県彦根市正法寺町字辻屋敷２６３－１
0749-26-0202
滋賀県彦根市野田山町字山田７１８番地４
0749-22-4850
滋賀県彦根市野田山町６３８－２１
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市

事業所名
株式会社古川運輸 本社営業所
西濃エキスプレス株式会社 彦根営業所
西濃運輸株式会社 彦根支店
濃飛倉庫運輸株式会社 彦根営業所
彦根相互トラック株式会社 本社営業所
テーケー物流サービス有限会社 本社
ヤマト運輸株式会社 彦根北支店
東和運輸株式会社 彦根営業所
ケーエルサービス西日本株式会社 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 彦根支店
株式会社イーテック物流 滋賀営業所
株式会社中通 本社営業所
梅田運輸倉庫株式会社 彦根営業所
株式会社三幸流通 本社営業所
日本郵便株式会社 彦根郵便局
すない株式会社 本社営業所
両備トランスポート株式会社 滋賀営業所
飛騨運輸株式会社 米原支店
信光陸運株式会社 米原営業所
澤運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 米原支店
株式会社三立運輸 本社営業所
一柳運送株式会社 湖北営業所
宮部倉庫有限会社 伊吹営業所
西田運輸株式会社 本社営業所
株式会社ラック・ハーベスト 山東営業所
有限会社篠原商事 本社営業所
一柳運送株式会社 本社営業所
株式会社ケイロジ 本社営業所
株式会社丸運ロジスティクス西日本 滋賀営業所
鴻池運輸株式会社 滋賀流通センター営業所
関西名鉄運輸株式会社 滋賀支店

野洲市

日通トランスポート株式会社

野洲市

滋賀ニシリク株式会社

滋賀支店

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
滋賀県彦根市大堀町字五反地４３７－３
滋賀県彦根市東沼波町１５７番地
滋賀県彦根市東沼波町１５７番地
滋賀県彦根市西沼波町字高橋田３３－２，３４－２
滋賀県彦根市地蔵町２１０
滋賀県彦根市地蔵町６８
滋賀県彦根市西沼波町字澤１３９－１、１４０－２、１４
滋賀県彦根市高宮町２１１
滋賀県彦根市高宮町塚本焼屋１０－５
滋賀県彦根市高宮町養老田１５１７－２，１５１６－２
滋賀県彦根市高宮町７５５－１
滋賀県彦根市高宮町字太田２７９６
滋賀県彦根市南川瀬町３９２－１
滋賀県彦根市川瀬馬場町２４９番地１
滋賀県彦根市中央町３－５
滋賀県彦根市新海浜２－６－２
滋賀県彦根市野田山町７３６番３
滋賀県米原市梅ヶ原字針ヶ崎２７０－３
滋賀県米原市一色字松原１番２２
滋賀県米原市岩脇字澤５９０
滋賀県米原市寺倉字ミグル６１７番２
滋賀県米原市柏原６５－１
滋賀県米原市杉沢８４２－１．８４３－１
滋賀県米原市杉澤字野神６２６番１
滋賀県米原市村木１－１
滋賀県米原市大清水１６０２番地１
滋賀県野洲市高木２３０番地の５２
滋賀県野洲市大篠原字正法寺１００－２２
滋賀県野洲市大篠原字出口１６１０番地４、５
滋賀県野洲市大篠原字針目３２４６
滋賀県野洲市大篠原１５９１－４
滋賀県野洲市上屋１２３－７ 日本通運滋賀ターミナル内
滋賀県野洲市上屋１２３番地７日通大津支店滋賀ロジス
ティクス事業所内
滋賀県野洲市上屋１４５－４
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電話番号
0749-22-1101
0749-23-3087
0749-23-3031
0749-23-1411
0749-22-2351
0749-23-9618
0749-21-3173
0749-24-4511
0749-27-0366
0749-24-3852
0749-49-3353
0749-22-1900
0749-25-2814
0749-28-7788
0749-22-6221
0749-43-7200
0749-21-4700
0749-52-8750
0749-53-2381
0749-52-4155
0749-54-5014
0749-57-1156
0749-55-3962
0749-55-3266
0749-55-0189
0749-58-8099
077-588-3540
077-518-2570
077-518-1111
077-586-3951
077-587-3300
077-586-1415
077-518-1330
077-588-2024

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
蒲生郡

事業所名
日通滋賀運輸株式会社 本社滋賀
日本通運株式会社 滋賀自動車営業課
有限会社拾井商事 湖南営業所
株式会社ウッズワーク 野洲営業所
和光運輸株式会社 滋賀営業所
エースカーゴ株式会社 野洲営業所
第一工流株式会社 本社営業所
株式会社ゴトー物流 京滋営業所

株式会社新世通商 配車センター
増田運送株式会社 湖東営業所
澤田商運株式会社 本社営業所
株式会社近江ロジスティクス 本社営業所
福山通運株式会社 しが八日市支店
池田興業株式会社 滋賀支店
富士興業株式会社 滋賀営業所
有限会社前川運送 本社営業所
伏見運送株式会社 滋賀北支店
大友ロジスティクスサービス株式会社 滋賀営業所
ヤマト運輸株式会社 愛知川支店
セントラルロジコ株式会社 愛知川配送センター
株式会社アサヒセキュリティ 滋賀営業所
名古屋東部陸運株式会社 滋賀営業所

蒲生郡

ヤマト運輸株式会社

湖南竜王支店

蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡

大阪進和運輸株式会社 竜王営業所
新潟運輸株式会社 滋賀支店
株式会社ロジコム・アイ 滋賀営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 竜王営業所
株式会社伊勢崎運輸 滋賀営業所
飛騨運輸株式会社 竜王営業所
佐川急便株式会社 竜王営業所
株式会社滋賀運送竜王 竜王本店
大阪ダイハツ輸送株式会社 滋賀営業所
株式会社橋本運輸倉庫 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 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
滋賀県野洲市上屋字北川１４４－５
滋賀県野洲市上屋字北川１４４－５他８筆
滋賀県野洲市三上２１８６－４８
滋賀県野洲市三上２９０番地４
滋賀県野洲市小篠原８３１ー３
滋賀県野洲市妙光寺１４９－２
滋賀県野洲市野洲１３３８番地
滋賀県野洲市野洲字横田１４７５番地２
滋賀県愛知郡愛荘町大字島川２６０番２
滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外３３５－１
滋賀県愛知郡愛荘町岩倉１０７番地
滋賀県愛知郡愛荘町沖字横田４５３
滋賀県愛知郡愛荘町島川９９－１、１００－１
滋賀県愛知郡愛荘町島川字木ノ前１８２－２
滋賀県愛知郡愛荘町島川字円城寺１２５
滋賀県愛知郡愛荘町目加田２３６０
滋賀県愛知郡愛荘町長野字下牛ケ瀬３２８
滋賀県愛知郡愛莊町長野字東川原８４０番７
滋賀県愛知郡愛荘町市字大久保１６３８
滋賀県愛知郡愛荘町東円堂５３３番地５
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川１０５０番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５１６５
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上字馬道６６１番、６６２－
１、６６４－２、６６４－５
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５１４４番地
滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字山林１１６９－３他１筆
滋賀県蒲生郡竜王町小口１２８４－１３
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字ノ川原１０５４－３
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口１１３０－１
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字広谷１２９７－１
滋賀県蒲生郡竜王町大字七里７９９
滋賀県蒲生郡竜王町大字山面字ブダイ９３０番８
滋賀県蒲生郡竜王町山面９３０－２０
滋賀県蒲生郡日野町松尾３３４番地
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾８７０番地１
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電話番号
主な輸送品目（任意掲載）
077-587-4335
077-587-1022
077-572-7890
077-586-6163
0775-87-4421
077-598-0306 家電品・家電部品、家具
077-587-5853
077-588-5101
0749-49-5660 精密部品、日用品・雑貨、飲料等
0749-37-2000
0749-37-2027
0749-37-4526
0749-42-7729
0749-42-6411
0749-42-8033
0749-37-2889
0749-42-3033
0749-49-5501
0749-42-7477
0749-49-5677
0749-42-8651
0748-75-3827
0748-57-8215
0748-57-8255
0748-58-1175
0748-58-8610
0748-58-2181
0748-29-3811
0748-58-2281
0748-58-1252
0748-58-3501
0748-58-8090
0748-53-2022
0748-52-8930

市区郡名
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡

事業所名
株式会社野田運送店 滋賀営業所
アキタ株式会社 日野営業所
ヤマト運輸株式会社 日野センター
しみず運送株式会社 滋賀支店
都宝産業株式会社 滋賀営業所
日本運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社トーウン 彦根営業所
ニックフレート株式会社 滋賀営業所
彦根ロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社ムロオ 彦根営業所
株式会社ケイロジ 彦根営業所
佐川急便株式会社 彦根営業所
浜松興運株式会社 彦根営業所
株式会社ナツハラ 本社
株式会社大昂商事 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
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山３８３番地３
滋賀県蒲生郡日野町大字奥之池字北山６８７－１
滋賀県蒲生郡日野町大字上野田字北代７４３・７４４－１
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字カミ山１－２２４
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字石谷２３４番１
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字丸山続キ３８－６５
滋賀県犬上郡甲良町大字在士８９３
滋賀県犬上郡多賀町大字多賀２７０
滋賀県犬上郡多賀町敏満寺７２７
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原桜本４５７－１
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字桜本４５９－４
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字五反地４６３－１
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字通田４７０－４
滋賀県犬上郡豊郷町大字八町字宮西８０３番
滋賀県犬上郡豊郷町沢５５６番地
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電話番号
0748-53-0737
0748-53-2141
0748-53-8235
0748-53-8050
0748-36-2901
0748-53-2011
0749-38-4503
0749-48-1766
0749-48-8080
0749-26-5055
0749-47-5680
0749-23-7661
0749-22-7009
0749-35-8188
0749-49-2350

主な輸送品目（任意掲載）

