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
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
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
甲賀市
甲賀市

事業所名
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
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
濃飛倉庫運輸株式会社 栗東輸送センター営業所
株式会社吉田 本社営業所
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
中倉陸運株式会社 栗東営業所
石下運輸株式会社 滋賀支店営業所
アートコーポレーション株式会社 滋賀営業所
株式会社吉秀トラフィック 滋賀営業所
株式会社丸文 関西営業所
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
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
株式会社ヤマタネロジスティクス 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
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
洛西貨物自動車株式会社 滋賀支店
東亜貨物株式会社 甲西営業所
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
ウエストロジ・コーポレーション株式会社 本社営業所
有限会社オクヤマ 団地営業所

安全性優良事業所

住所
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７４５－１
滋賀県栗東市綣５丁目２－２１

（滋賀県）
電話番号
0748-37-6611
0748-37-2787
0748-29-3030
077-554-9801
070-5661-9958
077-552-2399
077-552-2381
077-514-7181

滋賀県栗東市出庭５２０―１０

077-554-9102

滋賀県栗東市出庭４８２
滋賀県栗東市辻字鳥居本５０６他７筆
滋賀県栗東市林２９９－１
滋賀県栗東市伊勢落字野神７２９番地５
滋賀県栗東市高野７３９
滋賀県栗東市大橋７－６４２
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
滋賀県湖南市日枝町３－１
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３－１３
滋賀県湖南市菩提寺字平尾２０９７
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
滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２番地１８
滋賀県甲賀市甲賀町神保５３－１０

077-554-8177
077-552-1312
077-552-3580
077-549-0123
077-554-8892
077-553-7780
077-554-3838
077-553-3301
0748-77-3123
0748-77-8418
0748-77-2166
0748-75-1183
0748-75-2127
0748-75-2080
0748-72-8050
0748-72-7015
0748-72-3100
0748-74-2187
0748-65-5533
0748-63-7690
0748-86-1611
0748-88-5510
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R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

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

事業所名
協和陸運株式会社 滋賀営業所
有限会社荒川運送 本社営業所
株式会社泉倉庫 本社営業所
有限会社藤光 本社営業所
ＫＢＬＩＮＥ株式会社 滋賀営業所
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
株式会社大翔物流 湖南営業所
愛知陸運株式会社 滋賀営業所
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

甲賀市

北港運輸株式会社

滋賀支店

守山市
守山市
守山市
守山市

ヤマト運輸株式会社 守山支店
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
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
大津市
大津市
大津市
大津市

センコー株式会社 守山ＰＤセンター
滋賀センコー運輸整備株式会社 本社営業所
株式会社引越社 びわ湖営業所
株式会社引越社 滋賀営業所
滋賀ポスタルサポート株式会社 草津営業所
株式会社草津物流 本社営業所
江南工業株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 大津営業所
滋賀コープサービス株式会社 本社営業所
綜合警備保障株式会社 滋賀支社
江洲運輸株式会社 大津営業所
日本通運株式会社 大津警送支店
東洋運輸株式会社 滋賀営業所
伏見運送株式会社 滋賀支店
株式会社アスリート 本社営業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 滋賀共配センター

本社

住所
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宇川１４０８－１
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４１５番地
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番１１
滋賀県甲賀市水口町松尾５０２
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江田１０７３住友電工ウインテック
（株）内
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
滋賀県草津市穴村町８２－１
滋賀県草津市平井２丁目１番８号
滋賀県草津市野村８丁目６番２４号
滋賀県草津市上笠２丁目２３番３号
滋賀県草津市岡本町４６７－１３
滋賀県草津市野路４丁目７－１１
滋賀県大津市山百合の丘１８番７号
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２丁目３７番４号
滋賀県大津市晴嵐１丁目１６－１
滋賀県大津市中庄２－１－７３
滋賀県大津市園山３丁目３－２
滋賀県大津市平野２丁目字大津５３２－４
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４丁目６－１
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電話番号
0748-88-3350
0748-63-0284
0748-62-0681
0748-63-1963
0748-70-5567
0748-63-3627
0748-62-2159
0748-65-1112
0748-65-1801
0748-67-0666
0748-67-0238
0748-82-8183
077-598-0313
077-581-0007
077-583-8518
077-581-8411
077-582-0051
077-582-3920
077-568-3571
077-561-1251
077-500-7171
077-568-2211
077-567-0601
077-562-1204
077-598-8071
077-527-5013
077-523-3035
077-534-5298
077-523-1522
077-533-8663
077-549-8270
077-545-6215
077-547-2618

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
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
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

事業所名
株式会社ワイシー企画滋賀 本社
日本郵便株式会社 大津中央郵便局
吉原建材運輸株式会社 曽根営業所
西濃運輸株式会社 長浜支店
びわ貨物運送株式会社 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
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
有限会社ケイエイチドットコム 本社営業所
株式会社Ｎプランニング 本社
山陽自動車運送株式会社 滋賀支店
グリーンロジスティクス株式会社 滋賀支店
株式会社外村物流運輸 本社営業所
株式会社ＵＡＣＪ物流 滋賀営業所
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
株式会社キャリオン 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
株式会社ケン・トップカーゴ 本社営業所
大森運送株式会社 滋賀営業所

東近江市

協立運輸株式会社

東近江市
東近江市
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

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
株式会社滋賀トランポ 滋賀トランポ営業所
ヤマト運輸株式会社 彦根東支店
東亜貨物株式会社 本社営業所
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
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

滋賀営業所

住所
滋賀県大津市瀬田５丁目３１番７号
滋賀県大津市打出浜１－４
滋賀県長浜市曽根町１２０１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北瓜生９８６－１
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番１
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北平田町６５番８
滋賀県長浜市三和町７－３５
滋賀県長浜市湖北町速水２０番地
滋賀県東近江市東沖野３－４－１２
滋賀県東近江市御園町奥布１１５
滋賀県東近江市平柳町４８０番地
滋賀県東近江市池庄町字南野１９８８－２
滋賀県東近江市中岸本町１８６－１
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６０４番地
滋賀県東近江市横溝町４５
滋賀県東近江市南清水町６４４－３
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清水鼻町字登り田１５３－１，１
８６
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字はさ満２３７２番地１
滋賀県彦根市正法寺町字辻屋敷２６３－１
滋賀県彦根市野田山町６３８－２１
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
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電話番号
077-545-7194
077-524-2002
0749-73-2247
0749-68-3132
0749-65-4350
0749-73-2247
0749-62-8281
0749-65-8285
0749-63-6750
0749-65-5486
0749-78-0754
0748-22-1800
0748-25-1134
0749-45-3118
0749-45-3210
0749-45-8035
0749-45-0572
0749-45-0908
0749-45-5011
0749-29-9024
0749-45-0961
0748-48-5580
0748-48-4111
0748-55-8222
0748-55-4075
0749-21-5805
0749-26-8181
0749-22-4850
0749-23-1411
0749-22-2351
0749-23-9618
0749-49-3353
0749-22-1900
0749-25-2814

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
彦根市
彦根市
米原市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
愛知郡
愛知郡
愛知郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
犬上郡
犬上郡

事業所名
日本郵便株式会社 彦根郵便局
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
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
株式会社ウッズワーク 野洲営業所
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
大友ロジスティクスサービス株式会社 滋賀営業所
株式会社アサヒセキュリティ 滋賀営業所
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
大阪ダイハツ輸送株式会社 滋賀営業所
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 本社営業所
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
日本運輸株式会社 滋賀営業所
彦根ロジスティクス株式会社 本社営業所
浜松興運株式会社 彦根営業所

住所
滋賀県彦根市中央町３－５
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２９０番地４
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
滋賀県愛知郡愛莊町長野字東川原８４０番７
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山面９３０－２０
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾８７０番地１
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北脇字丸山続キ３８－６５
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字通田４７０－４
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電話番号
0749-22-6221
0749-21-4700
0749-52-8750
077-587-4335
077-587-1022
077-586-6163
077-588-5101
0749-49-5660
0749-49-5501
0749-42-8651
0748-29-3811
0748-58-2281
0748-58-1252
0748-58-8090
0748-52-8930
0748-53-0737
0748-53-2141
0748-53-2011
0749-48-8080
0749-22-7009

主な輸送品目（任意掲載）

