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地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

札幌 岩見沢市 アートコーポレーション株式会社　岩見沢 北海道岩見沢市８条東１０丁目２－４０ 0126-23-0123

札幌 岩見沢市 佐川急便株式会社　岩見沢営業所 北海道岩見沢市東町１９１番地３ 0126-24-7225

札幌 岩見沢市 有限会社上明戸運輸　本社営業所 北海道岩見沢市栗沢町栗丘１９４番地３９ 0126-34-2220

札幌 岩見沢市 株式会社エネサンス北海道物流　岩見沢営業所 北海道岩見沢市南町９条４丁目３－４ 0126-22-2200

札幌 岩見沢市 旭新運輸開発株式会社　北海道岩見沢 北海道岩見沢市栄町５－１－１６ 0126-25-3303

札幌 岩見沢市 日本郵便株式会社　岩見沢郵便局 北海道岩見沢市９条西２丁目１－５ 0126-22-0220

札幌 岩見沢市 有限会社大願運輸　本社営業所 北海道岩見沢市上幌向町５４２番２０ 0126-38-4240

札幌 岩見沢市 北村輸送有限会社　本社営業所 北海道岩見沢市幌向町４０５－２－３ 0126-35-4030

札幌 岩見沢市 有限会社三戸建材　本社営業所 北海道岩見沢市岡山町１２９－２９ 0126-23-8732

札幌 恵庭市 大和物流株式会社　札幌営業所 北海道恵庭市白樺町４丁目２－１ 0123-32-2447

札幌 恵庭市 株式会社石川トラック運送　恵庭営業所 北海道恵庭市戸磯５４２番１ 0123-33-9505

札幌 江別市 キャリー物流株式会社　本社営業所 北海道江別市工栄町２５番地３ 011-375-0050

札幌 江別市 エア・ウォーター物流株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町１９番地７，８，９ 011-391-6423

札幌 江別市 北海道フーズ輸送株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町１８番地 011-375-6851

札幌 江別市 株式会社フジトラックス　札幌支店 北海道江別市工栄町２２番地４ 011-381-2626

札幌 江別市 株式会社髙輪運輸　札幌営業所 北海道江別市工栄町２２番地５ 011-383-6288

札幌 江別市 日軽物流株式会社　札幌営業所 北海道江別市工栄町５番地５ 011-391-7705

札幌 江別市 大三運輸株式会社　本社営業所 北海道江別市角山２１５番地３１ 011-383-2222

札幌 江別市 広野運輸株式会社　本社営業所 北海道江別市角山４２８－３ 011-391-6255

札幌 江別市 ヤマト運輸株式会社　江別支店 北海道江別市中央町４３番地１２ 080-5044-1527

札幌 江別市 株式会社エネサンス北海道物流　江別営業所 北海道江別市野幌町３３ 011-382-3323

札幌 江別市 丸交道交株式会社　江別営業所 北海道江別市東野幌１４７－１ 011-391-1177

札幌 江別市 ヤマト運輸株式会社　江別白樺通センター 北海道江別市緑ヶ丘２２－１１ 080-6609-9687

札幌 砂川市 株式会社増井運輸　本社営業所 北海道砂川市東１条南１０丁目３番８号 050-7550-3748

札幌 砂川市 札樽自動車運輸株式会社　滝川営業所 北海道砂川市空知太西１条４丁目１０３－３ 0125-53-3340

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　北大前支店 北海道札幌市北区北１９条西７丁目２番２３号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌エルム通センター 北海道札幌市北区北２０条西３丁目１番３４号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌北支店 北海道札幌市北区北３２条西２丁目１番１８号 011-891-7481

札幌 札幌市 有限会社札新運輸　本社営業所 北海道札幌市北区北三十八条西５丁目１番１６号 011-756-2393

札幌 札幌市 株式会社トータル運輸　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町７７１－５ 011-763-8800

札幌 札幌市 株式会社札幌豊興　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町７８６番地９ 011-765-0045

札幌 札幌市 株式会社豊興　札幌営業所 北海道札幌市北区新琴似町７８６－９ 011-765-0045

札幌 札幌市 株式会社ロードリーム・エボ　本社 北海道札幌市北区新琴似町７８１番地３ 011-769-5050

札幌 札幌市 株式会社サツイチ　本社営業部 北海道札幌市北区新川７条１６丁目７０８－３ 011-765-4411
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札幌 札幌市 トータル企画株式会社　本社 北海道札幌市北区新琴似町７７１番５ 011-788-3001

札幌 札幌市 株式会社環商事　札幌支店 北海道札幌市北区新川西２条１丁目４－１５ 011-769-2511

札幌 札幌市 札幌通運株式会社　航空貨物支店 北海道札幌市北区新川西３条１丁目６６２－１６ 080-8280-0980

札幌 札幌市 札幌通運株式会社　輸送管理課新川 北海道札幌市北区新川西３条１丁目６６２－１６ 011-769-3210

札幌 札幌市 株式会社ムーバーズ北海道　本店 北海道札幌市北区屯田４条３丁目３－１４ 011-773-1102

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌屯田支店 北海道札幌市北区太平９条１丁目３－１０ 011-891-7481

札幌 札幌市 有限会社エイチ・エム・ジー　本社営業所 北海道札幌市東区東苗穂１２条４丁目４番５号 011-775-6085

札幌 札幌市 株式会社北工業　本社営業所 北海道札幌市北区拓北六条三丁目二番一号 011-771-8154

札幌 札幌市 株式会社アスビック　本社営業所 北海道札幌市白石区東札幌３－１－１－３ 011-815-1300

札幌 札幌市 北海道電電輸送株式会社　本社 北海道札幌市白石区中央１条７丁目６番１号 011-862-4301

札幌 札幌市 北海道エネライン株式会社　白石営業所 北海道札幌市白石区中央３条３丁目２番２０号 011-820-7005

札幌 札幌市 株式会社システムライズ　本社 北海道札幌市白石区南郷通１丁目南９－７ 011-786-0250

札幌 札幌市 株式会社サツイチ　札幌流通センター 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７－１６６ 011-879-5051

札幌 札幌市 株式会社公益社　南郷齋場 北海道札幌市白石区南郷通１５－北８－２７ 011-861-4242

札幌 札幌市 近物レックス株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区本通２１丁目北５９２－１ 011-862-5788

札幌 札幌市 株式会社エネサンス北海道物流　白石営業所 北海道札幌市白石区平和通１３丁目北１７－１ 011-860-3111

札幌 札幌市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　札幌南支店 北海道札幌市白石区平和通１３丁目北３－３１ 011-867-5311

札幌 札幌市 ＴＳネットワーク株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター７－７－１ 011-896-3131

札幌 札幌市 有限会社徳友エクスプレス　札幌 北海道札幌市東区伏古４条４丁目１－２９ 011-790-6025

札幌 札幌市 山光運輸株式会社　本社 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－６ 011-860-5075

札幌 札幌市 タイヨウ株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番５８号 011-865-0123

札幌 札幌市 奈井江北自運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－２７ 011-861-8336

札幌 札幌市 株式会社ロードリーム札幌　流通センター 北海道札幌市白石区流通センター３丁目２２７－１４４ 011-860-5177

札幌 札幌市 岩見沢通運株式会社　札幌貨物ターミナル 北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－３１ 011-598-7500

札幌 札幌市 北海道毎日輸送株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番６５号 011-862-1144

札幌 札幌市 北海道通運株式会社　札幌貨物ターミナル支店 北海道札幌市白石区流通センター３－１－３３ 011-861-2221

札幌 札幌市 株式会社富田通商　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター１丁目２２７番地２６７ 011-827-8135

札幌 札幌市 株式会社シズナイロゴス　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター７丁目８－２１ 011-893-8711

札幌 札幌市 ホッコウ物流株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－１３ 011-865-4313

札幌 札幌市 株式会社共立空輸　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター２丁目６番６号 011-861-1394

札幌 札幌市 開発運輸建設株式会社　大谷地営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－２－１０ 011-864-6751

札幌 札幌市 日本通運株式会社　札幌コンテナ支店 北海道札幌市白石区流通センター４ー５ー１ 011-864-3315

札幌 札幌市 松岡満運輸株式会社　札幌主管支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目１－５ 011-863-1110

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌白石支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２－７７ 011-891-7481

札幌 札幌市 札幌通運株式会社　輸送管理課（大谷地） 北海道札幌市白石区流通センター５丁目１－１０ 011-862-2772

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　菊水支店 北海道札幌市白石区菊水９条２丁目２番５号 011-891-7481
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地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

札幌 札幌市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　札幌中央航空営

業所
北海道札幌市白石区菊水９条２丁目２番３３号 011-818-3580

札幌 札幌市 街ガス物流株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区菊水上町４条４丁目９５番地１３ 011-812-9200

札幌 札幌市 株式会社ニルス　札幌白石営業所 北海道札幌市白石区菊水元町１条２丁目２－５ 011-598-8264

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　東札幌支店 北海道札幌市白石区菊水元町２条２丁目１－１ 011-891-7481

札幌 札幌市 丸真運輸有限会社　本社営業所 北海道札幌市白石区菊水元町８条１丁目５－３２ 011-872-5437

札幌 札幌市 日標運輸株式会社　札幌 北海道札幌市白石区北郷５ー８ー１２ー３０ 011-879-7858

札幌 札幌市 聖立運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区北郷５条３丁目２－４１ 011-871-0855

札幌 札幌市 マクサム通運株式会社　札幌 北海道札幌市白石区北郷８条４丁目２－２５－２０２ 011-826-3380

札幌 札幌市 株式会社花木運送　本社 北海道札幌市白石区米里１条２丁目７－１８ 011-788-6688

札幌 札幌市 有限会社オリオン物流　本社営業所 北海道札幌市白石区米里１条２丁目７－１８ 011-799-0231

札幌 札幌市 有限会社プライドライナー　札幌 北海道札幌市白石区米里４条１丁目６－２６ 011-876-0470

札幌 札幌市 泉車輌輸送株式会社　札幌営業所 北海道札幌市白石区米里２２２８番４９ 011-871-5801

札幌 札幌市 株式会社ハート引越センター　札幌営業所 北海道札幌市厚別区厚別東３条４丁目１－１０ 011-805-8100

札幌 札幌市 株式会社引越社　札幌西支店 北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目３番３３号 011-896-6601

札幌 札幌市 株式会社キャリーハンズ　札幌東営業所 北海道札幌市厚別区大谷地西１丁目１１番地１ 011-895-5260

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌厚別支店 北海道札幌市厚別区厚別西１条５丁目４－１ 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌清田支店 北海道札幌市清田区美しが丘１条２丁目１－３０ 080-5481-7331

札幌 札幌市 北海道共販運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市清田区美しが丘４条７丁目１番３３号 011-883-1480

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌南支店 北海道札幌市南区石山東１丁目３－１ 011-891-7481

札幌 札幌市 大和建設運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市南区真駒内本町１－１－１ 011-811-1255

札幌 札幌市 北海道エネライン株式会社　手稲営業所 北海道札幌市手稲区西宮の沢４条１丁目２番７号 011-661-3181

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌新発寒支店 北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目４番４０号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　札幌西支店 北海道札幌市手稲区新発寒６条１丁目５－７ 011-669-5533

札幌 札幌市 株式会社ドリーム観光バス　手稲営業所 北海道札幌市手稲区曙２条４丁目４番６５号 011-683-7700

札幌 札幌市 株式会社関藤運輸　本社営業所 北海道札幌市手稲区曙２条４丁目３－１５ 011-699-1400

札幌 札幌市 北海道急行運輸株式会社　本社 北海道札幌市手稲区曙５条５－３－２ 011-694-6311

札幌 札幌市 株式会社新開トランスポートシステムズ　札幌営業所 北海道札幌市東区東雁来１３条３丁目１－１ 011-792-5666

札幌 札幌市 山登運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市東区東雁来４条１－１－２３ 011-781-4111

札幌 札幌市 有限会社細井運輸　札幌営業所 北海道札幌市東区東雁来５条１丁目２－６８ 011-783-4095

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌東苗穂支店 北海道札幌市東区東雁来７条２丁目２番１２号 011-891-7481

札幌 札幌市 全日本ライン株式会社　札幌 北海道札幌市東区東雁来９条３丁目２番２０号 011-791-5511

札幌 札幌市 アートコーポレーション株式会社　札幌東 北海道札幌市東区北３４条東２７丁目６番１０号 011-785-0123

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌東支店 北海道札幌市東区北３７条東２５丁目１番１７号 011-891-7481

札幌 札幌市 北海コンノ急送株式会社　本社 北海道札幌市東区北４８条東１９丁目２－１５ 011-299-2541

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌元町支店 北海道札幌市東区伏古６条３丁目４番１７号 011-891-7481

札幌 札幌市 ＳＧムービング株式会社　札幌営業所 北海道札幌市東区伏古八条一丁目２番１０号 011-783-5555
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札幌 札幌市 株式会社Ｓ・トランス　本社営業所 北海道札幌市東区伏古１１条３丁目２番２６号 011-792-4858

札幌 札幌市 株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流　札幌営業所 北海道札幌市東区丘珠町１８８－１ 011-780-5055

札幌 札幌市 武田運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市東区北丘珠２条４－２－７ 011-782-5861

札幌 札幌市 株式会社サントー　札幌営業所 北海道札幌市東区中沼西４条１丁目３番５号 011-374-1540

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌中央西支店 北海道札幌市中央区北１０条西１９丁目３６－１９０ 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌中央市場支店 北海道札幌市中央区北１１条西２１丁目２番２９号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　中央東支店 北海道札幌市中央区北１条東８丁目１１９番地１ 011-891-7481

札幌 札幌市 札樽自動車運輸株式会社　札幌中央支店 北海道札幌市中央区北２条東１６丁目２－１ 011-233-5511

札幌 札幌市 日本通運株式会社　北海道警送支店札幌警送事業所 北海道札幌市中央区北２条東１１丁目２３番地２１ 011-200-0171

札幌 札幌市 北部小型運送有限会社　本社 北海道札幌市中央区北３条東８－３７０ 011-231-5829

札幌 札幌市 札幌パブリック警備保障株式会社　本社営業所 北海道札幌市中央区大通西１１－４ 011-281-3521

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌光星支店 北海道札幌市東区北８条東２丁目１－２５ 011-891-7481

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　札幌中央郵便局 北海道札幌市東区北６条東１丁目２－１ 011-748-2333

札幌 札幌市 株式会社ケンウン　本社 北海道札幌市厚別区厚別町山本１０６３－４１８ 011-375-5755

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌月寒支店 北海道札幌市豊平区月寒西２条９丁目１６－１、１７－１ 080-5068-1338

札幌 札幌市 アートコーポレーション株式会社　札幌支店 北海道札幌市豊平区月寒東１条１６丁目２－８１ 011-850-0123

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　平岸支店 北海道札幌市豊平区平岸３条２丁目１２－１ 080-5068-0050

札幌 札幌市 北海万豊運輸株式会社　本社 北海道札幌市豊平区平岸４条１４丁目４番７－５３０号 011-879-3025

札幌 札幌市 アートコーポレーション株式会社　札幌西 北海道札幌市西区宮の沢１条２丁目１０番３号 011-668-0123

札幌 札幌市 株式会社川建興業　本社 北海道札幌市西区発寒８条１４丁目５１６番地６９ 011-666-6762

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌琴似支店 北海道札幌市西区発寒６条４丁目６－７ 011-891-7481

札幌 札幌市 株式会社北海道家具輸送　本社 北海道札幌市西区発寒８条９丁目３－３ 011-665-1251

札幌 札幌市 株式会社荷造梱包ルートサービス　本社 北海道札幌市西区発寒十条６丁目１番１号 011-661-2416

札幌 札幌市 ＢＳ豊平テック株式会社　本社営業所 北海道札幌市西区発寒１０条１３丁目１－１ 011-661-3380

札幌 札幌市 街ガス物流株式会社　発寒営業所 北海道札幌市西区発寒十四条１４丁目１番６０号 011-398-7658

札幌 札幌市 エア・ウォーター物流株式会社　発寒営業所 北海道札幌市西区発寒１５条１３丁目２番３０号 011-662-5587

札幌 札幌市 株式会社ニルス　札幌西営業所 北海道札幌市西区発寒１６条４丁目７－８ 011-688-8264

札幌 札幌市 有限会社サツユー　本社営業所 北海道札幌市西区発寒十六条１３丁目６番３０号 011-663-1255

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　八軒センター 北海道札幌市西区八軒６条西１０丁目４４９－８ 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　桑園支店 北海道札幌市西区八軒１条東４丁目１番６９号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌中央南支店 北海道札幌市中央区南２１条西６丁目１－２５ 011-891-7481

札幌 札幌市 有限会社丸萬尾先運輸　本社 北海道札幌市中央区宮の森２条１１丁目１－５ 011-671-5557

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　山鼻郵便局 北海道札幌市中央区南１６条西１５丁目２－１ 011-551-6162

札幌 札幌市 株式会社大真運輸　本社営業所 北海道札幌市東区北１９条東１－４－１４ 011-753-1161

札幌 札幌市 株式会社多摩流通　札幌営業所 北海道札幌市東区北２０条東２０丁目１－２ 011-787-4908

札幌 札幌市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　札幌支店 北海道札幌市東区北３０条東１６丁目１－２ 011-786-8488
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札幌 札幌市 北海道センコー株式会社　札幌車輌センター 北海道札幌市東区苗穂町１５丁目１－１ 011-731-3112

札幌 札幌市 ＳＢＳフレックネット株式会社　札幌営業所 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１－２ 011-702-1212

札幌 札幌市 アクロストランスポート株式会社　札幌営業所 北海道札幌市東区苗穂町１５丁目１－１ 011-788-9700

札幌 小樽市 株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流　小樽 北海道小樽市築港７－８ 0134-64-5737

札幌 小樽市 中央トラック株式会社　小樽営業所 北海道小樽市築港８－３ 0134-25-1797

札幌 小樽市 幸和運輸株式会社　本社営業所 北海道小樽市築港５０－１３ 0134-29-3335

札幌 小樽市 新洋運送株式会社　本社 北海道小樽市築港５０－１５ 0134-27-2251

札幌 小樽市 札樽自動車運輸株式会社　小樽営業所 北海道小樽市築港５０－２４ 0134-23-2131

札幌 小樽市 ヤマト運輸株式会社　小樽支店 北海道小樽市築港６番１３号 011-891-7481

札幌 小樽市 株式会社杉本運輸　本社営業所 北海道小樽市奥沢４－１７－１２ 0134-23-6201

札幌 小樽市 日通札幌運輸株式会社　小樽営業所 北海道小樽市色内３丁目１１番４号 0134-23-8844

札幌 小樽市 ヤマト運輸株式会社　銭函支店 北海道小樽市銭函３丁目５１２番地３ 011-891-7481

札幌 小樽市 日本郵便株式会社　小樽郵便局 北海道小樽市色内１丁目８－１ 0134-22-1514

札幌 小樽市 株式会社アクトキャリー　本社営業所 北海道小樽市銭函四丁目１７７番１ 0133-75-9111

札幌 石狩市 エア・ウォーター物流株式会社　ＹＢ営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７０番地１ 0133-72-2701

札幌 石狩市 日幸産業運輸株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港西２丁目７８０－２ 0133-75-7722

札幌 石狩市 北海道フーズ輸送株式会社　石狩支店 北海道石狩市新港西２丁目７７０番地２ 0133-75-1425

札幌 石狩市 稚内通運株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７０番地１ 0133-76-6327

札幌 石狩市 蔦井倉庫株式会社　石狩新港営業所 北海道石狩市新港西２丁目７４４番地３ 0133-74-8488

札幌 石狩市 株式会社クワトロ　石狩営業所 北海道石狩市新港西１丁目７６５番地２ 0133-76-1050

札幌 石狩市 株式会社ビデフ　本社営業所 北海道石狩市新港西２丁目７６９番１ 0133-74-1381

札幌 石狩市 共通運送株式会社　石狩営業所 北海道石狩市新港西３丁目７０２番地７号 0133-75-6588

札幌 石狩市 株式会社道央通商　札幌営業所 北海道石狩市新港西３丁目７０２－３ 0133-75-6366

札幌 石狩市 共通ロジ株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港西３丁目７０２番地７号 0133-75-6255

札幌 石狩市 キユーソーティス株式会社　札幌営業所 北海道石狩市新港西２丁目７９７－１ 0133-76-2331

札幌 石狩市 日栄運輸株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港西１丁目７７７－３ 0133-73-2071

札幌 石狩市 伊勢運輸株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港中央３丁目７６２－２ 0133-64-6171

札幌 石狩市 株式会社ジャスト・カーゴ　本社営業所 北海道石狩市新港中央２丁目７５７－１３ 0133-64-6531

札幌 石狩市 株式会社エネサンス北海道物流　石狩営業所 北海道石狩市新港南１丁目２８－３２ 0133-64-2101

札幌 石狩市 ヤマト運輸株式会社　花川支店 北海道石狩市花川東１条３丁目４－１ 011-891-7481

札幌 石狩市 株式会社北海道家具輸送　石狩 北海道石狩市新港西１丁目７３１番地４ 0133-75-5311

札幌 千歳市 名鉄ゴールデン航空株式会社　千歳空港営業所 北海道千歳市平和（新千歳空港代理店貨物ビル内） 0123-23-5501

札幌 千歳市 株式会社共立空輸　千歳支店 北海道千歳市平和１３８８番地１６ 0123-23-3336

札幌 千歳市 ヤマト運輸株式会社　千歳主管支店 北海道千歳市泉沢１００７－２０６ 0123-48-3810

札幌 千歳市 北海道北港運輸株式会社　本社営業所 北海道千歳市泉沢１００７－９２ 0123-28-2843

札幌 千歳市 株式会社エネサンス北海道物流　千歳営業所 北海道千歳市北信濃７７６－３ 0123-23-1121

札幌 千歳市 旭新運輸開発株式会社　北海道千歳営業所 北海道千歳市上長都１－１２ 0123-40-6007
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札幌 千歳市 タイヨウ株式会社　千歳支店 北海道千歳市上長都１１２１－３ 0123-24-8666

札幌 千歳市 株式会社北海道丸和ロジスティクス　恵庭営業所 北海道千歳市上長都１０３９番地４４ 0123-49-7981

札幌 千歳市 日本通運株式会社　北海道重機建設支店 北海道千歳市上長都１０５７番２１ 0123-22-8811

札幌 千歳市 日本通運株式会社　Ｌ＆Ｂ千歳センター 北海道千歳市上長都９４４番１ 0123-22-4110

札幌 千歳市 日本郵便株式会社　千歳郵便局 北海道千歳市千代田町７丁目１０１－２０ 0123-23-2341

札幌 滝川市 北海道エネライン株式会社　滝川営業所 北海道滝川市滝の川町東２丁目１０５４番地４ 0125-74-5588

札幌 滝川市 日本通運株式会社　滝川支店 北海道滝川市流通団地２丁目１－１９ 0125-22-2151

札幌 滝川市 旭運輸株式会社　滝川営業所 北海道滝川市本町１丁目３７７番４号 0125-22-0130

札幌 滝川市 日本郵便株式会社　滝川郵便局 北海道滝川市大町２丁目４－３６ 0125-23-3281

札幌 美唄市 株式会社環商事　本社営業所 北海道美唄市東６条北５－３－１ 0126-62-6621

札幌 美唄市 美唄松岡満運輸株式会社　本社営業所 北海道美唄市字チャシュナイ９０８番地１ 0126-62-7373

札幌 北広島市 ニーズ輸送株式会社　本社 北海道北広島市北の里７６－２，７２－３ 011-375-3312

札幌 北広島市 株式会社丸日日諸産業　北広島営業所 北海道北広島市北の里２－１ 011-376-7771

札幌 北広島市 三栄運輸株式会社　札幌支店 北海道北広島市共栄１４番地１ 011-376-8899

札幌 北広島市 日本チルド物流株式会社　日本チルド物流㈱北海道事業所 北海道北広島市共栄５４－２０ 011-558-1206

札幌 北広島市 北栄運輸株式会社　本社 北海道北広島市共栄町１－１３－５ 011-372-3346

札幌 北広島市 ヤマト運輸株式会社　北広島支店 北海道北広島市新富町東２丁目１－９ 080-5068-0020

札幌 北広島市 北海道エネライン株式会社　島松営業所 北海道北広島市島松２００番４ 011-377-7570

札幌 北広島市 広野運輸株式会社　大曲営業所 北海道北広島市輪厚中央５丁目７－１ 011-398-3334

札幌 北広島市 株式会社ウッドベル　本社 北海道北広島市大曲末広２丁目１２－１５ 011-377-3432

札幌 北広島市 浪速運送株式会社　札幌 北海道北広島市大曲工業団地３丁目３番地３ 011-377-5888

札幌 北広島市 光駿トレーラー輸送株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地５ 011-375-0609

札幌 北広島市 日晶運輸株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地２丁目１番地２ 011-376-3802

札幌 北広島市 エア・ウォーター物流株式会社　札幌ガス営業所 北海道北広島市大曲工業団地７丁目３番２ 011-377-9470

札幌 北広島市 村井運輸株式会社　大曲営業所 北海道北広島市大曲工業団地８丁目２番地１ 011-377-6253

札幌 北広島市 北海道毎日輸送株式会社　新聞営業所 北海道北広島市大曲工業団地８丁目３－４ 011-370-5731

札幌 北広島市 北海サンユー株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地６丁目１番地６ 011-802-5006

札幌 北広島市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　札幌物流センター 北海道北広島市大曲工業団地６－３－９ 011-376-2558

札幌 北広島市 ユート運輸倉庫株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲並木２丁目２－７ 011-377-8485

札幌 余市 ヤマト運輸株式会社　余市支店 北海道余市郡余市町富沢町５－７８ 011-891-7481

札幌 余市 有限会社睦建設運輸　本社営業所 北海道余市郡仁木町大江１－５－２ 0135-32-3107

札幌 虻田郡 大三運輸株式会社　倶知安営業所 北海道虻田郡倶知安町北３条東５丁目１－３ 0136-21-2333

札幌 虻田郡 佐川急便株式会社　倶知安営業所 北海道虻田郡倶知安町北４条西４丁目－３－１ 0136-23-1155

札幌 虻田郡 有限会社丸清運輸　本社営業所 北海道虻田郡倶知安町字岩尾別１３５－３ 0136-23-2456

札幌 虻田郡 日本通運株式会社　羊蹄支店 北海道虻田郡京極町字京極１９番地 0136-42-2302

札幌 虻田郡 株式会社京極運輸　本社営業所 北海道虻田郡京極町字春日１１３番地 0136-42-2366
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札幌 虻田郡 喜茂別北自運輸有限会社　本社 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別１２－１ 0136-33-2743

札幌 虻田郡 道南北自運輸有限会社　本社 北海道虻田郡留寿都村字留寿都２１１ 0136-46-3520

札幌 樺戸郡 有限会社北新物流　本社営業所 北海道樺戸郡新十津川町字弥生３番地７、３番地１５ 0125-76-3232

札幌 岩内郡 飯島運輸物流株式会社　本社営業所 北海道岩内郡岩内町字大浜４７６番地１４ 0135-67-7477

札幌 岩内郡 ヤマト運輸株式会社　岩内支店 北海道岩内郡共和町梨野舞納１８－１８ 080-5098-0318

札幌 岩内郡 まるふじ運輸株式会社　本社営業所 北海道岩内郡共和町発足２０３１番地 0135-74-2220

札幌 寿都郡 星和運輸有限会社　本社 北海道寿都郡寿都町字磯谷町島古丹５８ 0136-65-6311

札幌 寿都郡 株式会社寿都砕石　本社営業所 北海道寿都郡寿都町矢追町５８９番地８ 0136-62-2402

札幌 夕張郡 株式会社工藤商事　本社営業所 北海道夕張郡栗山町桜丘１丁目１３０番５ 0123-72-1903

札幌 夕張郡 有限会社藤柳商事　本社 北海道夕張郡栗山町字中里６１－４９ 0123-72-7461

旭川 旭川市 株式会社アサヒセキュリティ　旭川営業所 北海道旭川市東３条３丁目１番２５号 0166-29-2360

旭川 旭川市 日本通運株式会社　旭川警送事業所 北海道旭川市宮下通１丁目２３番地１ 0166-22-7264

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川中央東支店 北海道旭川市曙北２条８丁目１番８ 080-6698-6691

旭川 旭川市 北海道エネライン株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山北２条６丁目２番２４号 0166-73-5559

旭川 旭川市 美瑛小型運送株式会社　本社 北海道旭川市末広東１条１５丁目２番１７号 0166-58-3555

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川西支店 北海道旭川市末広７条４丁目 080-5044-1671

旭川 旭川市 日晶運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市東鷹栖４線１０号１０番地１ 0166-59-6033

旭川 旭川市 株式会社北昌運輸　本社営業所 北海道旭川市東鷹栖４線１０号９－４ 0166-73-5621

旭川 旭川市 北海道輸送株式会社　本社営業所 北海道旭川市東鷹栖４線１０号５－４ 0166-58-7120

旭川 旭川市 北海道福山通運株式会社　旭川 北海道旭川市工業団地一条２丁目３－２ 0166-36-3433

旭川 旭川市 日本図書輸送株式会社　旭川営業所 北海道旭川市工業団地２条２丁目１－１８ 0166-36-4595

旭川 旭川市 アートコーポレーション株式会社　旭川支店 北海道旭川市神楽岡１４条４丁目１番６号 0166-32-0123

旭川 旭川市 有限会社東豊運輸　本社営業所 北海道旭川市東光９条８丁目５－２ 0166-32-9852

旭川 旭川市 日本郵便株式会社　旭川東郵便局 北海道旭川市東旭川町共栄９８－４ 0166-37-3181

旭川 旭川市 株式会社ロジスティクス道央　本社営業所 北海道旭川市流通団地１条３丁目３４番地１１ 0166-46-2205

旭川 旭川市 日本通運株式会社　旭川コンテナ事業所 北海道旭川市流通団地１条４丁目５０ 0166-48-8731

旭川 旭川市 北海道フーズ輸送株式会社　旭川第２物流センター 北海道旭川市流通団地２－４－６ 0166-76-4220

旭川 旭川市 泉車輌輸送株式会社　旭川営業所 北海道旭川市流通団地２条２丁目２７ 0166-47-9036

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川北支店 北海道旭川市流通団地２条２丁目２５番地１ 080-5044-1672

旭川 旭川市 北海道フーズ輸送株式会社　旭川支店 北海道旭川市永山北２条７丁目７－５ 0166-46-0600

旭川 旭川市 旭東運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山北２条８丁目１４－１ 0166-48-7163

旭川 旭川市 三栄運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山北２条１１丁目３６番地の５ 0166-47-6245

旭川 旭川市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店旭川事業所 北海道旭川市永山北２条７丁目１０番１ 0166-48-4156

旭川 旭川市 旭川通運株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山北２条８丁目１４番地１ 0166-40-1011

旭川 旭川市 株式会社エネサンス北海道物流　旭川営業所 北海道旭川市永山北３条１０丁目２－１２ 0166-47-5666

旭川 旭川市 株式会社髙輪運輸　旭川営業所 北海道旭川市永山北３条６丁目６番６９号 0166-48-2428
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旭川 士別市 北進運輸株式会社　本社営業所 北海道士別市西４条１１丁目４４９番地１ 0165-23-4870

旭川 士別市 株式会社鉱石運輸　本社営業所 北海道士別市上士別町２１線北２ 0165-24-2383

旭川 深川市 真田運輸株式会社　北空知営業所 北海道深川市深川町字メム１０１ 0164-22-1318

旭川 稚内市 株式会社オリタ物流　稚内営業所 北海道稚内市末広１丁目５－２ 0162-73-0655

旭川 稚内市 北海道エネライン株式会社　稚内営業所 北海道稚内市潮見１丁目７番２８号 0162-34-7789

旭川 稚内市 ホッコウ物流株式会社　稚内営業所 北海道稚内市大黒１丁目７８番地１６ 0162-24-5755

旭川 稚内市 有限会社ミナト　本社営業所 北海道稚内市朝日６丁目７番１０号 0162-34-3710

旭川 稚内市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店稚内事業所 北海道稚内市開運２丁目２３７７－２－１０ 0162-73-4802

旭川 稚内市 日本通運株式会社　稚内支店 北海道稚内市開運２丁目１－７ 0162-23-2654

旭川 稚内市 旭川郵便輸送株式会社　稚内営業所 北海道稚内市宝来２丁目７番１５号 0162-23-5186

旭川 稚内市 日本郵便株式会社　稚内郵便局 北海道稚内市中央２丁目１５－１２ 0162-23-4271

旭川 富良野市 富良野日通運輸株式会社　本社営業所 北海道富良野市花園町３番７０号 0167-22-1100

旭川 富良野市 ヤマト運輸株式会社　ふらの支店 北海道富良野市学田三区４７４７－５ 080-5068-2956

旭川 富良野市 松岡満運輸株式会社　富良野営業所 北海道富良野市４７４７番６ 0167-22-0121

旭川 富良野市 日本郵便株式会社　富良野郵便局 北海道富良野市若松町４－１ 0167-23-2651

旭川 名寄市 稚内通運株式会社　名寄営業所 北海道名寄市東１条南４丁目１－１ 01654-3-9666

旭川 名寄市 日通旭川運輸株式会社　名寄支店 北海道名寄市大通南６丁目１１番 01654-2-4181

旭川 名寄市 旭川郵便輸送株式会社　名寄営業所 北海道名寄市西五条北１１丁目５８－２９ 01654-3-9710

旭川 名寄市 眞鍋建運株式会社　本社 北海道名寄市字徳田１００－９ 01654-3-2750

旭川 名寄市 有限会社おさ　本社営業所 北海道名寄市字徳田２７４番地４ 01654-2-5138

旭川 名寄市 五十嵐運輸株式会社　本社営業所 北海道名寄市徳田２３６－３ 01654-3-6127

旭川 名寄市 幸和運輸株式会社　名寄営業所 北海道名寄市字豊栄１９６番１２ 01654-2-2002

旭川 留萌市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店留萌事業所 北海道留萌市大字留萌村字ヲムロ２４４７番地１ 0164-43-4737

旭川 留萌市 堀口運輸株式会社　本社営業所 北海道留萌市末広町１丁目１番２８号 0164-42-5656

旭川 留萌市 札樽自動車運輸株式会社　留萌営業所 北海道留萌市南町４丁目１３３番地２２ 0164-42-9111

旭川 留萌市 日本通運株式会社　留萌支店 北海道留萌市明元町２丁目２番地 0164-42-0054

旭川 枝幸郡 ヤマト運輸株式会社　浜頓別支店 北海道枝幸郡浜頓別町智福１丁目８番地 080-5044-1694

旭川 枝幸郡 ヤマト運輸株式会社　宗谷枝幸支店 北海道枝幸郡枝幸町岬町１００１－１ 080-5044-1701

旭川 枝幸郡 全国酪農飼料株式会社　道北営業所
北海道枝幸郡枝幸町字フーレップ１１９０－１２，１０８

３－７
0163-66-1019

旭川 上川郡 日通旭川運輸株式会社　本社営業所 北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６ 0166-59-3366

旭川 上川郡 ニーズ輸送株式会社　旭川営業所 北海道上川郡当麻町宇園別１区１３９７番地２１ 0166-84-5100

旭川 天塩郡 ヤマト運輸株式会社　天塩支店 北海道天塩郡天塩町字サラキシ４４５３－７ 080-5068-2952

函館 函館市 株式会社アスビック　函館支店 北海道函館市本町７番１８号 0138-31-0320

函館 函館市 株式会社サカイ引越センター　函館支社 北海道函館市万代町２０－２４ 0138-62-1141
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函館 函館市 北海道エネライン株式会社　函館 北海道函館市浅野町１番１号 0138-44-5177

函館 函館市 日本通運株式会社　物流センター 北海道函館市浅野町５番２２号 0138-43-8884

函館 函館市 札樽自動車運輸株式会社　函館支店 北海道函館市浅野町１番地１ 0138-42-4411

函館 函館市 日本郵便株式会社　函館中央郵便局 北海道函館市新川町１－６ 0138-22-9126

函館 函館市 有限会社政守興業　本社 北海道函館市美原５丁目７番４号 0138-49-6898

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館五稜郭支店 北海道函館市富岡町２丁目３１番２号 080-6698-5970

函館 函館市 株式会社ヤマゲン運輸　函館 北海道函館市港町１丁目３４番５号 0138-43-3485

函館 函館市 函館運輸サービス株式会社　本社営業所 北海道函館市西桔梗町５８９－１４８ 0138-49-3636

函館 函館市 株式会社ＬＮＪロジスティックス　函館 北海道函館市西桔梗町５８９－１４９ 0138-49-5555

函館 函館市 急行運送株式会社　本社 北海道函館市西桔梗町８４９番２ 0138-49-6251

函館 函館市 株式会社山カ柏葉運輸商会　本社 北海道函館市西桔梗町８１８－２ 0138-49-6262

函館 函館市 有限会社皆川急便運送　本社 北海道函館市西桔梗町８５７番３ 0138-49-4944

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館東山センター 北海道函館市東山町１１８番１９１ 080-6698-5951

函館 函館市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　函館営業所 北海道函館市上湯川町７番３の内 0138-36-0038

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館湯川支店 北海道函館市高松町５０７－１２ 080-5045-0542

函館 函館市 ヤマカ運輸株式会社　本社 北海道函館市高松町５０５番地１２ 0138-59-1902

函館 函館市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　函館営業所 北海道函館市高松町５０８－７ 0138-57-4133

函館 函館市 アートコーポレーション株式会社　函館営業所 北海道函館市桔梗３丁目４０番１８号 0138-23-0123

函館 北斗市 江尻運送株式会社　函館 北海道北斗市開発２２７－１４ 0138-77-8180

函館 北斗市 株式会社エネサンス北海道物流　函館営業所 北海道北斗市追分３－６－１ 0138-49-9139

函館 北斗市 日通函館運輸株式会社　本社 北海道北斗市追分３－６－３ 0138-49-3334

函館 北斗市 日本通運株式会社　函館警送事業所 北海道北斗市追分３丁目６番３号 0138-49-1948

函館 北斗市 キョーツー株式会社　本社 北海道北斗市追分３丁目２番８号 0138-48-6288

函館 北斗市 日本図書輸送株式会社　函館 北海道北斗市追分３－４－１０ 0138-49-3702

函館 北斗市 松岡満運輸株式会社　函館支店 北海道北斗市追分４丁目１３－８ 0138-49-0500

函館 北斗市 ヤマダイ大作運輸株式会社　本社 北海道北斗市七重浜１丁目８番１号 0138-49-8119

函館 北斗市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店函館事業所 北海道北斗市七重浜８丁目１２番３号 0138-49-2078

函館 茅部郡 ユート運輸倉庫株式会社　森営業所 北海道茅部郡森町字常盤町１６４番地１７号 01374-3-3111

函館 亀田郡 有限会社姶良物流　函館営業所 北海道亀田郡七飯町字峠下６９番２ 0138-83-5715

函館 亀田郡 三栄運輸株式会社　函館支店 北海道亀田郡七飯町上藤城１９７番６ 0138-86-5107

函館 亀田郡 システムライナー有限会社　本社営業所 北海道亀田郡七飯町中島１６３番地２ 0138-66-5020

函館 亀田郡 日通ガスサポート株式会社　本社営業所 北海道亀田郡七飯町中島２０８番地１ 0138-66-3121

函館 二海郡 新丸久運輸株式会社　本社 北海道二海郡八雲町立岩５６－５ 0137-63-3307

函館 二海郡 札樽自動車運輸株式会社　八雲営業所 北海道二海郡八雲町立岩７１－１３ 01376-5-2111

室蘭 室蘭市 北海道エネライン株式会社　室蘭営業所 北海道室蘭市港北町１丁目５番３号 0143-58-2255
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室蘭 室蘭市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店室蘭事業所 北海道室蘭市港北町１丁目２４－９ 0143-55-5131

室蘭 室蘭市 ヤマト運輸株式会社　室蘭東支店 北海道室蘭市中島町４丁目３番地１ 080-5044-1393

室蘭 室蘭市 日の出運輸株式会社　室蘭営業所 北海道室蘭市日の出町２丁目３－１ 0143-43-7321

室蘭 室蘭市 松岡満運輸株式会社　室蘭営業所 北海道室蘭市東町１丁目２－５ 0143-44-4607

室蘭 室蘭市 新和産業株式会社　室蘭事業所 北海道室蘭市仲町１２番地 0143-44-4363

室蘭 室蘭市 富士トラック株式会社　本社営業所 北海道室蘭市仲町６４番地 0143-44-7411

室蘭 室蘭市 日鋼運輸株式会社　本社営業所 北海道室蘭市茶津町４番地１ 0143-22-7923

室蘭 登別市 日鋼トラック株式会社　登別営業所 北海道登別市大和町１ー８－１０ 0143-85-4255

室蘭 苫小牧市 有限会社サツケン　苫小牧営業所 北海道苫小牧市一本松町１５番地４７ 0144-84-1500

室蘭 苫小牧市 大北運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市晴海町４３番５３ 0144-55-8800

室蘭 苫小牧市 菱中自動車運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市晴海町４３－４９ 0144-55-3241

室蘭 苫小牧市 大同運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市入船町２丁目５－１１ 0144-34-5171

室蘭 苫小牧市 株式会社まるしん運輸　本社営業所 北海道苫小牧市船見町２丁目７－１ 0144-34-5891

室蘭 苫小牧市 株式会社フジトランスライナー　苫小牧営業所 北海道苫小牧市船見町二丁目５番３号 0144-33-3410

室蘭 苫小牧市 綜合警備保障株式会社　警送北海道支社警送苫小牧営業所 北海道苫小牧市双葉町１丁目１－６ 0144-34-2770

室蘭 苫小牧市 アートコーポレーション株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新開町４－４－１１ 0144-53-0123

室蘭 苫小牧市 松岡満運輸株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市柳町１丁目２－２ 0144-55-3411

室蘭 苫小牧市 エア・ウォーター物流株式会社　苫小牧ローリー営業所 北海道苫小牧市新明町１丁目４番１５号 0144-55-0424

室蘭 苫小牧市 株式会社トッキュウ　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町２丁目４番３号 0144-57-0250

室蘭 苫小牧市 タイヨウ株式会社　苫小牧事業所 北海道苫小牧市新明町１丁目６－１１ 0144-57-6630

室蘭 苫小牧市 日本通運株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町２丁目１番１２号 0144-57-2201

室蘭 苫小牧市 岩倉海陸運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市新明町３丁目５－９ 0144-55-3891

室蘭 苫小牧市 トヨタ輸送株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町４丁目１－５ 0144-55-4721

室蘭 苫小牧市 札樽自動車運輸株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市あけぼの町３丁目５－３ 0144-55-5011

室蘭 苫小牧市 日本郵便輸送株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市有明町２丁目１１番２２号 0144-72-8690

室蘭 苫小牧市 日本郵便株式会社　苫小牧郵便局 北海道苫小牧市若草町４丁目２－８ 0144-32-2330

室蘭 苫小牧市 北海道共販運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市拓勇西町８丁目２番１２号 0144-77-2417

室蘭 苫小牧市 株式会社山田運送　苫小牧営業所 北海道苫小牧市ウトナイ北４丁目３番３９号 0144-53-1500

室蘭 苫小牧市 ヤマト運輸株式会社　苫小牧東支店 北海道苫小牧市ウトナイ北２丁目１番１６号 080-6604-9419

室蘭 苫小牧市 株式会社三栄物流　本社営業所 北海道苫小牧市字柏原６－９１ 0144-57-8821

室蘭 苫小牧市 株式会社髙輪運輸　苫小牧営業所 北海道苫小牧市字柏原３２番地３８ 0144-53-3177

室蘭 苫小牧市 株式会社北海物流サービス　苫小牧営業所 北海道苫小牧市柏原６－３０４ 0144-55-0684

室蘭 苫小牧市 エア・ウォーター物流株式会社　沼の端営業所 北海道苫小牧市沼の端２番地７７ 0144-57-2936

室蘭 苫小牧市 佐川急便株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市字沼ノ端４８番３号 0144-55-0423

室蘭 苫小牧市 株式会社エネサンス北海道物流　苫小牧営業所 北海道苫小牧市あけぼの町１丁目２番４号 0144-51-2666
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室蘭 苫小牧市 株式会社エネックス　北海道支店苫小牧営業所 北海道苫小牧市あけぼの町１丁目３番１２号 0144-55-2035

室蘭 苫小牧市 北豊運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市字勇払１５７－５ 0144-56-0744

室蘭 苫小牧市 旭新運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市字勇払１４９－１０ 0144-56-1813

室蘭 苫小牧市 日正運輸株式会社　北海道営業所 北海道苫小牧市字勇払２７９－１５ 0144-55-7701

室蘭 虻田郡 ヤマト運輸株式会社　洞爺湖支店 北海道虻田郡洞爺湖町入江５９番９、５９番２６ 080-5044-1433

室蘭 沙流郡 ヤマト運輸株式会社　日高西支店 北海道沙流郡日高町富川西７丁目１０４０－３ 080-5044-1408

室蘭 日高郡 株式会社シズナイロゴス　静内営業所 北海道日高郡新ひだか町静内末広町３丁目２－６ 0146-42-0045

室蘭 白老郡 株式会社道央通商　白老営業所 北海道白老郡白老町石山６９番２ 0144-83-9088

室蘭 勇払郡 有限会社石原運輸　苫小牧営業所
北海道勇払郡厚真町字浜厚真６５５－１３新日本海フェ

リートレーラーステーション１０４
0145-26-8777

室蘭 有珠郡 壮瞥貨物運輸株式会社　本社営業所 北海道有珠郡壮瞥町字滝の町２８３－８ 0142-66-2221

室蘭 様似郡 日本通運株式会社　様似営業所 北海道様似郡様似町港町１０番１ 0146-36-2411

釧路 釧路市 名鉄ゴールデン航空株式会社　釧路営業所 北海道釧路市新富士町５丁目３番５８ 0154-53-1066

釧路 釧路市 ＴＳネットワーク株式会社　釧路流通センター 北海道釧路市鳥取南８－１４－５ 0154-51-2525

釧路 釧路市 松岡満運輸株式会社　釧路支店 北海道釧路市鳥取南６丁目１番３号 0154-35-1200

釧路 釧路市 アートコーポレーション株式会社　釧路支店 北海道釧路市鳥取大通４丁目１２番－３号 0154-51-0123

釧路 釧路市 株式会社鈴与カーゴネット北海道　釧路営業所 北海道釧路市星が浦大通４丁目３番１３号 0154-51-5445

釧路 釧路市 ヤマト運輸株式会社　釧路西支店 北海道釧路市星が浦大通５丁目１－７ 080-5043-3441

釧路 釧路市 北海道福山通運株式会社　釧路支店 北海道釧路市星が浦大通５丁目３番９号 0154-54-0111

釧路 釧路市 日標運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２丁目１番２２ 0154-53-8626

釧路 釧路市 株式会社浜中運輸　釧路 北海道釧路市星が浦南２丁目１番１９号 0154-54-3032

釧路 釧路市 株式会社たいせつ　釧路支店 北海道釧路市星ヶ浦南１丁目２番１７号 0154-53-0154

釧路 釧路市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　釧路 北海道釧路市星が浦南２丁目７番１１号 0154-53-0200

釧路 釧路市 道東牛乳運輸有限会社　釧路 北海道釧路市星が浦南１丁目７番６号 0154-68-5657

釧路 釧路市 北海道車輌運送株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２丁目７番３号 0154-52-3351

釧路 釧路市 協和トラック株式会社　本社営業所 北海道釧路市星が浦南２－５－１１ 0154-52-2831

釧路 釧路市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店釧路事業所 北海道釧路市星が浦南１丁目７番９号 0154-51-2421

釧路 釧路市 日通釧路運輸株式会社　本社営業所 北海道釧路市西港１丁目１００番地３２ 0154-52-2070

釧路 釧路市 栄光運輸株式会社　本社営業所 北海道釧路市寿２－７－３ 0154-22-6088

釧路 釧路市 太平洋トラック株式会社　本社 北海道釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4475

釧路 釧路市 北海道エネライン株式会社　釧路営業所 北海道釧路市入舟４丁目２番１８号 0154-41-8113

釧路 釧路市 日本郵便株式会社　釧路中央郵便局 北海道釧路市幸町１３丁目２－１ 0154-22-2200

釧路 根室市 明協運輸株式会社　本社営業所 北海道根室市厚床１丁目２１９番地５ 0153-26-2214

釧路 根室市 ヤマト運輸株式会社　根室支店 北海道根室市宝林町５－３９－３ 080-5043-3508

釧路 根室市 北海道エネライン株式会社　根室営業所 北海道根室市花咲港３７１番地 0153-25-8821

釧路 根室市 株式会社トラスト・ライン　根室営業所 北海道根室市本町５丁目１７番地１ 0153-29-6677
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釧路 釧路郡 有限会社北創運輸　本社営業所 北海道釧路郡釧路町中央４丁目３０番地４ 0154-40-1280

釧路 釧路郡 大三運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路郡釧路町桂木４丁目１３番地 0154-38-2222

釧路 釧路郡 株式会社泰政輸送　本社 北海道釧路郡釧路町河畔２丁目８７番地 0154-40-5488

釧路 厚岸郡 ヤマト運輸株式会社　厚岸支店 北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目２４番地 080-5043-3479

釧路 川上郡 全国酪農飼料株式会社　道東営業所 北海道川上郡弟子屈町朝日４丁目３番８ 015-482-2395

釧路 白糠郡 ヤマト運輸株式会社　白糠センター 北海道白糠郡白糠町東１条北１－３－３．４ 080-5043-3485

釧路 白糠郡 北海陸運株式会社　本社営業所 北海道白糠郡白糠町西庶路東２条北３丁目２番地３ 01547-5-3111

釧路 標津郡 ヤマト運輸株式会社　中標津支店 北海道標津郡中標津町東１３条南１－１２，１４ 080-5043-3490

釧路 標津郡 札樽自動車運輸株式会社　中標津営業所 北海道標津郡中標津町東３１条南１丁目２－２ 0153-73-5511

釧路 標津郡 松岡満運輸株式会社　中標津営業所 北海道標津郡中標津町東３３条南２丁目１－９ 0153-73-2221

十勝 帯広市 藤本運輸株式会社　帯広 北海道帯広市西十七条南１丁目１－１２，１－１３ 0155-34-8618

十勝 帯広市 日晶運輸株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３６ 0155-38-2740

十勝 帯広市 十勝鉄道株式会社　本社営業所 北海道帯広市稲田町南９線西１３－１ 0155-48-2805

十勝 帯広市 帯広商運株式会社　本社 北海道帯広市清流東２丁目１６番地３ 0155-29-3363

十勝 帯広市 日通帯広運輸株式会社　本社営業所 北海道帯広市西２０条北１丁目１７－１ 0155-33-2727

十勝 帯広市 松岡満運輸株式会社　帯広支店 北海道帯広市西二十条北２丁目２６番１ 0155-34-9111

十勝 帯広市 マルハチ清掃株式会社　本社営業所 北海道帯広市西２１条北１丁目３番２０号 0155-37-6888

十勝 帯広市 道東運輸株式会社　本社 北海道帯広市西２３条北１丁目８－６ 0155-37-2151

十勝 帯広市 ダイセー北海道株式会社　帯広ハブセンター 北海道帯広市西２３条北１丁目５番７号 0155-61-0520

十勝 帯広市 十勝貨物自動車株式会社　本社営業所 北海道帯広市西２３条北１丁目９－４ 0155-37-3560

十勝 帯広市 北海道福山通運株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２４条北１丁目４－３ 0155-37-5090

十勝 帯広市 泉車輌輸送株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２５条北２丁目２番地４９ 0155-38-8838

十勝 帯広市 北海道エネライン株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２０条南１丁目１４番地３１ 0155-33-8988

十勝 帯広市 株式会社北栄運輸　帯広営業所 北海道帯広市西２１条南１丁目１４番地１５号 0155-67-5271

十勝 帯広市 アートコーポレーション株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２３条南１丁目１３１－１８ 0155-37-1123

十勝 帯広市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店帯広事業所 北海道帯広市西２５条南１丁目３－１ 0155-61-1223

十勝 帯広市 日本郵便株式会社　帯広郵便局 北海道帯広市西３条南８丁目１０ 0155-23-1853

十勝 河西郡 株式会社ネクスト　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１－１６－２７ 0155-66-6005

十勝 河西郡 株式会社共和貨物自動車　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線８番地４ 0155-62-5510

十勝 河西郡 株式会社明販流通　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北一線１２番地４ 0155-62-7917

十勝 河西郡 株式会社エネサンス北海道物流　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線４－４ 0155-62-0638

十勝 河西郡 エア・ウォーター物流株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線５－７ 0155-62-5185

十勝 河西郡 三ッ輪物流株式会社　帯広支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線１３－５７ 0155-62-6555

十勝 河西郡 日本通運株式会社　帯広航空貨物センター 北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－３０ 0155-62-7911

十勝 河西郡 ヤマト運輸株式会社　道東主管支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線１８－１０１ 080-5098-1642

十勝 河西郡 株式会社北土運輸　本社営業所 北海道河西郡芽室町東１１条１０丁目１－６ 0155-62-0913
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十勝 河西郡 株式会社ＤＨＳ．　本社 北海道河西郡芽室町西１条南９丁目２番地８ 0155-62-6830

十勝 河西郡 宮西運輸有限会社　本社営業所 北海道河西郡芽室町上美生４線３５－２ 0155-66-2164

十勝 河東郡 音更貨物自動車有限会社　本社営業所 北海道河東郡音更町大通１丁目１番地 0155-42-2517

十勝 河東郡 エア・ウォーター物流株式会社　十勝営業所 北海道河東郡音更町新通２０丁目３ 0155-45-4711

十勝 河東郡 ニーズ輸送株式会社　帯広営業所 北海道河東郡音更町字音更西２線１７－５ 0155-66-5618

十勝 河東郡 有限会社大石運輸　帯広営業所 北海道河東郡音更町駒場北町２－１３ 0155-44-2360

十勝 河東郡 ヤマト運輸株式会社　音更支店 北海道河東郡音更町木野大通東１３丁目４番６ 080-5043-3405

十勝 広尾郡 株式会社大樹貨物　本社営業所 北海道広尾郡大樹町字下大樹１８５－３ 01558-6-3031

十勝 広尾郡 日通帯広運輸株式会社　広尾海運事業所 北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番地４ 01558-2-5550

十勝 広尾郡 日本通運株式会社　十勝港支店 北海道広尾郡広尾町会所前５丁目５番４ 01558-2-3115

十勝 十勝郡 株式会社北栄運輸　本社営業所 北海道十勝郡浦幌町字帯富１５２－２ 015-576-2677

十勝 上川郡 有限会社プライドライナー　本社営業所 北海道上川郡清水町字清水第３線７０番２３ 0156-62-5741

十勝 中川郡 有限会社十新運輸　本社 北海道中川郡幕別町札内西町４２－５ 0155-21-1773

十勝 中川郡 株式会社ホームエネルギー北海道　帯広センター 北海道中川郡幕別町札内みずほ町１４３番地１１２ 0155-56-3151

十勝 中川郡 有限会社中井輸送　本社 北海道中川郡幕別町字千住３９７番地８３ 0155-56-8007

十勝 中川郡 道東牛乳運輸有限会社　本社 北海道中川郡幕別町字千住３９７－２４ 0155-56-6688

十勝 中川郡 合同通運有限会社　本社営業所 北海道中川郡幕別町字千住３９７－２８ 0155-56-3933

十勝 中川郡 勇足運輸有限会社　本社 北海道中川郡本別町勇足元町１－５ 0156-23-2031

十勝 中川郡 株式会社本別運輸　本社営業所 北海道中川郡本別町南４丁目６－１ 0156-22-2644

十勝 中川郡 有限会社東北海道トラック　本社営業所 北海道中川郡本別町上本別８－７ 0156-22-2812

北見 北見市 札樽自動車運輸株式会社　北見支店 北海道北見市小泉２７３ 0157-25-3311

北見 北見市 ヤマト運輸株式会社　北見東支店 北海道北見市柏陽町２８－１、２８－４ 080-5043-3459

北見 北見市 北見郵便逓送株式会社　本社営業所 北海道北見市南仲町１－４－６ 0157-23-1360

北見 北見市 アートコーポレーション株式会社　北見営業所 北海道北見市新生町５６番地１９ 0157-31-0123

北見 北見市 北海道エネライン株式会社　北見営業所 北海道北見市とん田西町３０２番２ 0157-69-0255

北見 北見市 日本郵便株式会社　北見郵便局 北海道北見市北６条東１丁目１－１ 0157-23-6420

北見 北見市 北網運輸株式会社　北見営業所 北海道北見市相内町２１４－５ 0157-66-6633

北見 北見市 北海道福山通運株式会社　北見営業所 北海道北見市東相内町３０９－２ 0157-36-1211

北見 北見市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　北見営業所 北海道北見市東相内町２４番地２ 0157-36-2002

北見 北見市 株式会社たいせつ　北見支店 北海道北見市上ところ４７９番地１ 0157-66-7788

北見 北見市 株式会社エネサンス北海道物流　北見営業所 北海道北見市豊地２２－１８ 0157-36-6315

北見 北見市 松岡満運輸株式会社　北見支店 北海道北見市豊地９８番１ 0157-36-5511

北見 北見市 エア・ウォーター物流株式会社　北見営業所 北海道北見市端野町３区３６７－５ 0157-67-6010

北見 網走市 松岡満運輸株式会社　網走営業所 北海道網走市港町４番地 0152-44-5285

北見 網走市 日本通運株式会社　網走支店 北海道網走市港町４－１３ 0152-44-7151

北見 網走市 ヤマト運輸株式会社　網走北支店 北海道網走市大曲１－１７－４ 080-6609-3517

北見 網走市 札樽自動車運輸株式会社　網走営業所 北海道網走市字三眺１２－１１ 0152-43-2711
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北見 網走市 北網運輸株式会社　網走営業所 北海道網走市三眺１３－８ 0152-43-4315

北見 網走市 日本郵便株式会社　網走郵便局 北海道網走市南４条東３丁目８ 0152-43-3370

北見 紋別市 北海道エネライン株式会社　紋別営業所 北海道紋別市潮見町１丁目８２番地 0158-23-2135

北見 紋別市 エア・ウォーター物流株式会社　紋別営業所 北海道紋別市元紋別１２０番２ 0158-26-4181

北見 斜里郡 北網運輸株式会社　小清水営業所 北海道斜里郡小清水町元町１丁目１６５番地２３ 0152-62-3070

北見 斜里郡 日本通運株式会社　網走支店ホクレン事業所 北海道斜里郡斜里町文光町２番地１ 0152-23-6133

北見 斜里郡 北海道エネライン株式会社　斜里営業所 北海道斜里郡斜里町字美咲４８番地１０ 0152-22-3331

北見 網走郡 株式会社重林機　美幌営業所 北海道網走郡美幌町高野７２番地４ 0152-73-5161

北見 網走郡 エア・ウォーター物流株式会社　美幌営業所 北海道網走郡美幌町字高野１０４－２７ 0152-73-4233

北見 網走郡 日本通運株式会社　美幌支店 北海道網走郡美幌町美里４番５ 0152-73-0202

北見 網走郡 株式会社鈴与カーゴネット北海道　美幌営業所 北海道網走郡美幌町稲美２００－８ 0152-75-2181

北見 網走郡 株式会社たいせつ　本社営業所 北海道網走郡大空町女満別西３条２丁目１番１３号 0152-74-2142

北見 紋別郡 北網運輸株式会社　興部営業所 北海道紋別郡興部町字興部８７９－２ 0158-82-2259
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