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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

羽島市 名正運輸株式会社　羽島営業所 岐阜県羽島市正木町須賀赤松３００番２ 0583-91-9195

羽島市 丸幸運輸株式会社　本社営業所 岐阜県羽島市正木町曲利１００２ 058-392-8668

羽島市 株式会社荒川急送　本社 岐阜県羽島市堀津町横手３丁目３７番地の２ 058-398-2165

下呂市 東岐運輸株式会社　金山営業所 岐阜県下呂市金山町戸部字船野４３５０－４２７ 0576-35-2101

下呂市 小坂運材株式会社　本社営業所 岐阜県下呂市小坂町坂下字野畑５９６－１ 0576-62-3141

可児市 株式会社コダマサービス　東濃営業所 岐阜県可児市川合字東野７３－１ 0574-62-1482

可児市 御嵩運輸有限会社　本社営業所 岐阜県可児市土田１７９０ 0574-27-4540

可児市 ダイオーロジスティクス株式会社　中部支店 岐阜県可児市土田字富士ノ井１７８５ 0574-26-1548

可児市 ヤマト運輸株式会社　可児桜ヶ丘センター 岐阜県可児市広見字田尻東１５３４番地 080-5068-0731

可児市 アキタ株式会社　可児営業所 岐阜県可児市大森字奥洞９５８番 0574-56-0230

可児市 中部高速運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県可児市若葉台４丁目６番地 0574-65-6055

海津市 南濃商運有限会社　本社 岐阜県海津市南濃町駒野字山神下５２０－１ 0584-57-2475

各務原市 東海共栄サポート株式会社　本社 岐阜県各務原市川島河田町１２６１－１ 0586-89-7778

各務原市 ヤマト運輸株式会社　各務原大野支店 岐阜県各務原市大野町６丁目１２０番１ 080-5068-0858

各務原市 有限会社細畑重機　本社営業所 岐阜県各務原市須衛町２丁目１１１－７ 058-385-3020

各務原市 株式会社サンライズ　各務原営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町４丁目２５６－８ 058-322-6744

各務原市 名鉄急配株式会社　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２－９－４ 058-384-5711

各務原市 ロジトライ中部株式会社　岐阜事業所 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町６－４３３ 058-381-6801

各務原市 ヤマト運輸株式会社　各務原支店 岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－４０ 080-5068-0727

関市 有限会社エルテックサービス　本社営業所 岐阜県関市武芸川町八幡字上野田６１５－３ 0575-45-3080

関市 ヤマト運輸株式会社　関支店 岐阜県関市緑ケ丘２－８１－１ 080-5068-0730

関市 西濃北陸エキスプレス株式会社　関営業所 岐阜県関市池田町２番地 0575-22-7311

関市 ヤマト運輸株式会社　岐阜主管支店 岐阜県関市迫間字栄２８５５－１２ 0575-25-6600

関市 濃飛倉庫運輸株式会社　関営業所 岐阜県関市倉知字四反田２４９８－１ 0575-22-8261

岐阜市 マルエイ運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市切通７－１７－２４ 058-247-5108

岐阜市 ヤマト運輸株式会社　岐阜南支店 岐阜県岐阜市中鶉２丁目５１－２ 080-5044-5505

岐阜市 岡山県貨物運送株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南２丁目１９番１５号 058-271-5677

岐阜市 丸井陸運株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市本荘中ノ町６丁目４番地 058-271-0700

岐阜市 日本通運株式会社　岐阜航空支店貨物センター 岐阜県岐阜市宇佐南２丁目１番３ 058-273-7602

岐阜市 株式会社グリーンサービス　岐阜営業所
岐阜県岐阜市藪田南五丁目２－２エクセレント２２　１

０３号室
058-273-4322

岐阜市 アートコーポレーション株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市薮田中１丁目４－１ 058-233-0123

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岐阜県）
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岐阜市 濃飛倉庫運輸株式会社　岐阜輸送センター営業所 岐阜県岐阜市今嶺４－１７－１ 058-276-3111

岐阜市 日本通運株式会社　岐阜警送事業所 岐阜県岐阜市橋本町３－３０－１ 058-251-5350

岐阜市 株式会社引越社　一宮営業所 岐阜県岐阜市大菅南１６－５ 052-253-4400

岐阜市 ヤマト運輸株式会社　岐阜黒野センター 岐阜県岐阜市大字黒野字溝西５０１－９ 080-6604-5379

岐阜市 株式会社ホームエネルギー東海　岐阜センター 岐阜県岐阜市木田５－５５－２ 058-239-6970

岐阜市 日本通運株式会社　岐阜物流事業所 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西一丁目７４番 058-279-0179

岐阜市 トールエクスプレスジャパン株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目９－１ 058-279-3351

岐阜市 株式会社スワロー急送　本社事業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目１１番地 058-270-1102

岐阜市 ハートランス株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市大脇２－２１－１ 058-377-5050

岐阜市 ヤマト運輸株式会社　岐阜長良支店 岐阜県岐阜市上土居２－１６－１８ 080-5068-0719

郡上市 ヤマト運輸株式会社　郡上支店 岐阜県郡上市八幡町有坂字道下１３１４－１ 080-2044-5648

恵那市 飛騨運輸株式会社　恵那営業所 岐阜県恵那市武並町新竹折７７ 0573-28-6161

恵那市 株式会社トランスワン　本社営業所 岐阜県恵那市大井町４０５番地５ 0573-22-9889

恵那市 株式会社東液供給センター　恵那事業所 岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０１８－４０ 0573-20-1651

恵那市 大和物流株式会社　恵那出張所 岐阜県恵那市大井町字壱町田２５３６－９ 0573-25-9570

恵那市 有限会社千石運輸　岐阜営業所 岐阜県恵那市東野字松ノ木２１５７－２３ 0573-26-5212

恵那市 備後通運株式会社　岐阜営業所 岐阜県恵那市長島町中野１１６９番地６ 0573-22-9588

恵那市 ヤマト運輸株式会社　恵那山岡センター 岐阜県恵那市山岡町原字大西６７４－１ 080-5045-6523

高山市 ヤマト運輸株式会社　飛騨高山支店 岐阜県高山市桐生町４－４３１ 080-5044-5880

高山市 濃飛西濃運輸株式会社　高山支店 岐阜県高山市山田町１３１８－１ 0577-32-1917

高山市 株式会社平野重機　本社営業所 岐阜県高山市松之木町９２４番地１ 0577-34-8004

高山市 日本ルートサービス株式会社　高山営業所 岐阜県高山市松本町２０７番地３ 0577-37-0185

高山市 日本郵便株式会社　高山郵便局 岐阜県高山市名田町５丁目９５－１ 0577-32-0400

山県市 明倫運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県山県市高木字阿原１５０５－４ 0581-22-5365

瑞穂市 飛騨運輸株式会社　岐阜支店 岐阜県瑞穂市生津天王町２ー２０ 058-327-5573

瑞穂市 トラストフレイト有限会社　本社営業所 岐阜県瑞穂市本田１６４４番地１１ 058-327-7171

瑞浪市 株式会社セトライン　岐阜営業所 岐阜県瑞浪市西小田町４丁目５５番地 0572-68-4440

瑞浪市 ヤマト運輸株式会社　瑞浪支店 岐阜県瑞浪市北小田町１丁目１０５ 080-5044-5865

多治見市 株式会社平中サービス　多治見営業所 岐阜県多治見市虎渓山町５丁目６０番地１５ 0572-24-0133

多治見市 日本通運株式会社　多治見警送事業所 岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地 0572-25-6228

多治見市 ヤマト運輸株式会社　多治見支店 岐阜県多治見市太平町１丁目２１－１，２９－１，３０ 080-5044-5821

多治見市 ヤマト運輸株式会社　多治見旭ヶ丘センター 岐阜県多治見市松坂町３丁目１５番１ 080-6604-9076

多治見市 東濃運輸株式会社　本社 岐阜県多治見市金岡町２丁目２－１ 0572-44-7416

多治見市 株式会社イトー急行　東濃営業所
岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６－２４，１１９，

１２３，９，１１５，５３
0572-45-2811
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多治見市 ヤマト運輸株式会社　多治見笠原支店 岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６番１０７ 080-5451-3692

多治見市 日本郵便株式会社　多治見郵便局 岐阜県多治見市音羽町４丁目２ 0572-22-0780

大垣市 大安運輸有限会社　本社営業所 岐阜県大垣市林町８－９８－３ 0584-75-5217

大垣市 株式会社エスラインギフ　大垣営業所 岐阜県大垣市西之川町２－１９ 0584-81-1150

大垣市 マルエイ運輸株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市小泉町字二番割１８７－１ 0584-75-3774

大垣市 西濃通運株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市東前５－７－２ 0584-89-6171

大垣市 両備トランスポート株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市築捨町３丁目５０－１ 0584-89-6636

大垣市 有限会社安藤興業センター　本社営業所 岐阜県大垣市問屋町２番地２ 0584-89-2027

大垣市 アキタ株式会社　大垣営業所
岐阜県大垣市新田町２丁目９２１－１（金貴ハイツ２０

６号）
0584-77-1866

大垣市 株式会社ベストカーゴ　岐阜営業所 岐阜県大垣市本今５丁目１１７番地 0584-87-0636

大垣市 日本通運株式会社　大垣物流センター 岐阜県大垣市島里２丁目２６番１ 0584-89-3175

大垣市 名鉄急配株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市内原１丁目４４番地 0584-89-7111

大垣市 株式会社東液供給センター　大垣事業所 岐阜県大垣市荒川町６５８番地 0584-71-7161

大垣市 赤坂通運株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市草道島町字北出口１００－１ 0584-71-0858

大垣市 株式会社アクシス　本社営業所 岐阜県大垣市草道島町字南出口４５７ 0584-71-1266

大垣市 サーラ物流株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市草道島町字北出口３９－１ 0584-71-2434

大垣市 中部興運株式会社　本社 岐阜県大垣市青野町字丸山１１０６ 0584-92-1278

大垣市 日本郵便株式会社　大垣郵便局 岐阜県大垣市郭町４丁目１ 0584-78-2095

中津川市 名鉄急配株式会社　中津川営業所 岐阜県中津川市中津川字丸山８４９番地の７ 0573-66-1563

中津川市 ヤマト運輸株式会社　中津川坂本支店 岐阜県中津川市落合字向山１４４１－１４ 080-5044-5813

中津川市 ヤマト運輸株式会社　中津川支店 岐阜県中津川市駒場字西山１６６６番３７３１ 0573-62-3368

中津川市 三殿陸送有限会社　本社営業所 岐阜県中津川市山口２番地１５３ 0573-64-2266

中津川市 中央紙運輸株式会社　本社営業所 岐阜県中津川市千旦林２００番地１ 0573-68-3131

中津川市 東海西濃運輸株式会社　中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川堤下２０７７－８０ 0573-78-2385

中津川市 株式会社イトー急行　中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川字中垣外１６８３－２８９ 0573-68-6881

中津川市 ヤマト運輸株式会社　中津川茄子川センター
岐阜県中津川市茄子川字青木１９８３－８４、８６、１

１１
0573-68-4082

中津川市 有限会社鎌田物流サービス　本社営業所 岐阜県中津川市坂下１９９１－１ 0573-75-3377

土岐市 諸冨運送有限会社　土岐営業所 岐阜県土岐市肥田町肥田字諏訪平２７７１－１ 0572-55-1702

土岐市 ロジトライ中部株式会社　東濃事業所 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１６１９－３ 0572-54-2261

土岐市 株式会社グリーンサービス　土岐営業所 岐阜県土岐市泉町大富字上町２１６番地５ 0572-53-3700

土岐市 ヤマト運輸株式会社　土岐支店 岐阜県土岐市泉西原町１－１８ 0572-55-5358

土岐市 株式会社アサヒセキュリティ　岐阜営業所 岐阜県土岐市泉北山町９丁目２番地 0572-53-0108

土岐市 東海西濃運輸株式会社　岐阜東濃支店 岐阜県土岐市下石町字西山３０４－９１２ 0572-57-2255
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土岐市 有限会社ワンプラスワン　土岐営業所 岐阜県土岐市下石町字阿庄１１６番地６ 0572-58-1018

土岐市 ヤマト運輸株式会社　土岐妻木センター 岐阜県土岐市妻木平成町一丁目５２番 080-6699-6233

土岐市 有限会社みなみ産業　土岐営業所 岐阜県土岐市鶴里町柿野３０４１番地１ 0572-52-3351

飛騨市 ヤマト運輸株式会社　飛騨神岡センター 岐阜県飛騨市神岡町江馬町１０番１３ 080-5451-8554

飛騨市 ヤマト運輸株式会社　奥飛騨支店 岐阜県飛騨市古川町是重字宮ノ下２７２番３ 080-5044-5896

美濃加茂市 株式会社ブルーマックス　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬字伏木７５１番地２ 0574-42-6010

美濃加茂市 有限会社松吉商店　本社営業所 岐阜県美濃加茂市下米田町信友字羽左間４９４－４ 0574-28-5005

美濃加茂市 有限会社大英通商　本社営業所 岐阜県美濃加茂市牧野２９０３－１ 0574-27-1272

美濃加茂市 ヤマト運輸株式会社　美濃加茂支店 岐阜県美濃加茂市川合町字赤池上１丁目３４５－１ 080-5481-6122

美濃加茂市 則竹運輸株式会社　美濃加茂営業所 岐阜県美濃加茂市前平町１－６６ 0574-25-7055

美濃加茂市 東海西濃運輸株式会社　美濃加茂支店 岐阜県美濃加茂市深田町３丁目字上牛畑１３８－２ 0574-26-4151

美濃加茂市 ヤマト運輸株式会社　加茂野支店 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉字畑中１０４４番 080-6604-6093

美濃加茂市 日本郵便株式会社　美濃加茂郵便局 岐阜県美濃加茂市太田町字飛鹿２１６９－２ 0574-25-2079

美濃市 ヤマト運輸株式会社　美濃支店 岐阜県美濃市松栄町３丁目５番地 080-6699-0385

本巣市 ヤマト運輸株式会社　本巣支店 岐阜県本巣市見延字芝添９２７－２、９２７－３ 080-6699-6128

本巣市 佐川急便株式会社　本巣営業所 岐阜県本巣市十四条字蚓田３２番地１ 058-320-2925

安八郡 株式会社イワサ物流　本社営業所 岐阜県安八郡安八町森部字南沼１７７４－１ 0584-47-6511

安八郡 株式会社岐阜マルナカ　本社営業所 岐阜県安八郡安八町森部字南沼１７９０－１ 090-4698-5053

安八郡 大阪高速乳配株式会社　岐阜営業所 岐阜県安八郡安八町牧４５１０－１ 0584-84-8100

安八郡 セキサンドレー有限会社　岐阜営業所 岐阜県安八郡輪之内町楡俣３３８７番地３ 0584-68-1380

安八郡 西濃エキスプレス株式会社　本社営業所 岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田字中代２５３－１ 0584-69-4559

安八郡 有限会社黒田義夫商店　本社営業所 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田字東宮野１４１２－３ 0584-68-1255

安八郡 未来運輸株式会社　本社営業所 岐阜県安八郡輪之内町塩喰２６４５番地４ 0584-35-3450

羽島郡 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町三宅６丁目３５番１ 058-249-5185

羽島郡 徳三運輸倉庫株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町平島８－２９．３０ 058-247-2235

羽島郡 有限会社鈴木商事　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町若宮地２－２１１ 058-247-5532

羽島郡 株式会社日硝ハイウエー　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋７丁目５番 058-249-5106

羽島郡 揖斐運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋２丁目１７４ 058-245-6411

羽島郡 名鉄運輸株式会社　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９－１ 058-245-7286

羽島郡 株式会社エスラインギフ　岐阜ターミナル営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成４丁目６７ 058-246-2233

羽島郡 ブルースカイロジスティクス株式会社　岐阜 岐阜県羽島郡岐南町みやまち１丁目１３９番地（２階） 052-412-3235

羽島郡 株式会社ゼロワン　本社営業所 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮１１７３番地１ 058-372-3911

加茂郡 飛騨運輸株式会社　可茂支店 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字林前１５１３－１３ 0574-25-8084

加茂郡 東山物流株式会社　岐阜営業所 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉字大門屋敷６６２番６ 0574-28-8990

加茂郡 株式会社ホームエネルギー東海　東濃センター 岐阜県加茂郡八百津町上牧野７００－１２ 0574-43-4150
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加茂郡 大道株式会社　本社営業所 岐阜県加茂郡川辺町石神６８１番地１ 0574-53-4009

可児郡 株式会社ユーネットランス　みたけ営業所 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山２１８８番７５ 0574-67-0333

不破郡 日神機工株式会社　岐阜営業所 岐阜県不破郡関ヶ原町大字山中字南野８４５番地１ 0584-43-5521

不破郡 ナニワ企業株式会社　岐阜営業所 岐阜県不破郡垂井町綾戸１０５５ 0584-23-1031

不破郡 コーケン産業株式会社　本社営業所 岐阜県不破郡垂井町府中字屋敷２３３０－１ 0584-23-4500

揖斐郡 有限会社セイブ供給センター　本社営業所 岐阜県揖斐郡大野町大字加納字六反田西１３６２－６ 0585-35-2568

揖斐郡 岐阜梱包株式会社　本社営業所 岐阜県揖斐郡大野町大字五之里字山王４３６ 0585-34-2211

揖斐郡 揖斐運輸株式会社　本社営業所 岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山字東島２９８－４ 0585-22-0407

揖斐郡 東和運輸株式会社　池田営業所 岐阜県揖斐郡池田町願成寺字大門末３０－１ 0585-45-0803

養老郡 松永運送有限会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町烏江４１０番 0584-37-2055

養老郡 揖斐運輸株式会社　大垣営業所 岐阜県養老郡養老町飯田１０５８－２ 0584-84-3777

養老郡 伊藤商事株式会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町飯田１３３３ 0584-32-4011

養老郡 大橋運輸有限会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町大跡７７２番地 0584-32-0733

養老郡 ヨーロー西濃集配株式会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町金屋字井ノ上３８２－１ 0584-32-0240

養老郡 濃飛倉庫運輸株式会社　大垣総合物流センター営業所 岐阜県養老郡養老町船附字村前東５６２番１ 0584-37-3888

養老郡 ヤマト運輸株式会社　養老センター 岐阜県養老郡養老町下笠字中島４７５番２ 080-6604-6071
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