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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）

綾部市 シグマロジスティクス株式会社　綾部営業所 京都府綾部市城山町３番地の２ 0773-30-0003

綾部市 福山通運株式会社　綾部営業所 京都府綾部市桜が丘三丁目２－４ 0773-43-3131

綾部市 日本通運株式会社　綾部物流センター 京都府綾部市桜が丘３丁目２－１ 0773-42-0300

宇治市 鴻池運輸株式会社　宇治営業所 京都府宇治市宇治里尻３６－３７ 06-6744-0271

宇治市 株式会社粂田建設　本社営業所 京都府宇治市木幡南山９９－３６ 0774-32-4197

宇治市 株式会社三国　関西営業所 京都府宇治市槙島町中川原１２５番地（大倉産業㈱内） 0774-28-5400

宇治市 株式会社引越社　宇治営業所 京都府宇治市槙島町二十四４７番地１ 0774-20-2626

宇治市 有限会社ヘッグ　本社営業所 京都府宇治市槙島町吹前２１ 0774-22-7755

宇治市 有限会社新井商事　本社営業所 京都府宇治市伊勢田町ウトロ４５－１２ 0774-48-2263

宇治市 ヤマト運輸株式会社　西宇治支店 京都府宇治市伊勢田町砂田１４８－１ 080-5044-6856

宇治市 日本郵便株式会社　宇治郵便局 京都府宇治市宇治蔭山６ 0774-24-4124

亀岡市 株式会社大晃運送　本社営業所
京都府亀岡市宇津根町土井ノ内２６－３シャルマン宇津

根１０２
0771-29-4590

亀岡市 ヤマト運輸株式会社　亀岡支店 京都府亀岡市大井町並河３丁目１１１－１ 080-5068-0924

亀岡市 佐川急便株式会社　亀岡営業所 京都府亀岡市篠町篠下長尾４９ 0771-25-7510

宮津市 日本通運株式会社　丹後営業所 京都府宮津市字須津小字湫の谷２５４８－１ 0772-46-4111

宮津市 ヤマト運輸株式会社　宮津与謝支店 京都府宮津市字須津小字金得濱１９７２ 080-5068-1047

京丹後市 シグマロジスティクス株式会社　京丹後営業所 京都府京丹後市峰山町新町２０６３－１ 0772-69-5065

京丹後市 佐川急便株式会社　峰山営業所 京都府京丹後市峰山町長岡小字尺八７４１番地 0772-69-5010

京丹後市 株式会社吉岡商店　本社営業所 京都府京丹後市弥栄町木橋小字砂田８４６－２ 0772-65-2645

京田辺市 近畿商運株式会社　京都営業所 京都府京田辺市草内一ノ坪２７－５ 0774-65-1830

京田辺市 株式会社安東運輸　本社営業所 京都府京田辺市三山木東角田２１－２ 0774-46-9901

京田辺市 有限会社大野組　本社営業所
京都府京田辺市興戸和井田５６－１Ａ＆Ｋビル３０５号

室
0774-68-0135

京田辺市 ヤマト運輸株式会社　京田辺支店 京都府京田辺市大字興戸小字犬伏３３－１ 080-5044-6803

京田辺市 西商ライン株式会社　本社営業所 京都府京田辺市田辺中央六丁目３番地１ 0774-74-8810

京田辺市 明治ロジテック株式会社　京都事業所 京都府京田辺市大住立原１－１株式会社明治京都工場内 0774-62-4273

京田辺市 堺商運株式会社　本社営業所 京都府京田辺市大住池ノ端７１－６ 0774-64-6007

京田辺市 株式会社カド　京阪奈営業所 京都府京田辺市河原御影３０番２６号４０２号 0774-64-0007

京都市 日本郵便株式会社　京都中央郵便局 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２ 075-365-2581

京都市 ノーヒ・ロジテック関西株式会社　京都 京都府京都市下京区梅小路頭町１０ 075-314-2311

京都市 日通京都運輸株式会社　コンテナ営業所 京都府京都市下京区梅小路頭町１０ 075-311-7200

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（京都府）
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京都市 日本通運株式会社　京都支店コンテナ課 京都府京都市下京区梅小路頭町ＪＲ梅小路駅構内 075-311-7200

京都市 ヤマト運輸株式会社　左京北支店 京都府京都市左京区静市市原町３７－１ 080-5044-6841

京都市 ヤマト運輸株式会社　伏見醍醐支店 京都府京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町２１番地１ 080-5068-3326

京都市 岡山県貨物運送株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽角田町６ 075-691-3181

京都市 株式会社塚腰運送　上鳥羽営業所 京都府京都市南区上鳥羽大物町５１－１ 075-661-1220

京都市 新潟運輸株式会社　京都支店
京都府京都市南区上鳥羽町田１８－２，５１，５２、，

５３，５３－１
075-681-6361

京都市 ジェイロジスティクス株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町７２ 075-959-5008

京都市 有限会社久村運送　本社
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６０番１（上鳥羽

南部地区街区番号第１０２ブロック東向６０Ａ）
075-661-8830

京都市 株式会社テクノ物流サービス　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町２５－２ 075-682-1930

京都市 ヤマト運輸株式会社　東山支店 京都府京都市南区上鳥羽金仏４４ 080-5044-6885

京都市 大京倉庫株式会社　本社営業所 京都府京都市南区久世東土川町３６３番地の１ 075-932-2101

京都市 松岡満運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市南区久世東土川町３２５番１ 075-933-4166

京都市 舞鶴運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市南区久世殿城町３３３ 075-934-4168

京都市 株式会社シティ・エキスプレス　久世営業所 京都府京都市南区久世上久世町２２－１ 075-932-8240

京都市 丸善運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市南区久世中久世町４－７８ 075-932-1171

京都市 ヤマト運輸株式会社　向日支店 京都府京都市南区久世中久世町３－５８ 080-5044-6910

京都市 ヤマト運輸株式会社　洛央支店 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町３７－１他６筆 080-5068-0931

京都市 日本通運株式会社　関西美術品支店 京都府京都市南区吉祥院八反田町１９－２ 075-662-0561

京都市 天真エンタープライズ有限会社　京都営業所
京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町５５ル・シオン６０

４号室
075-323-7177

京都市 株式会社引越社　京都西営業所 京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地 075-693-4880

京都市 日本通運株式会社　京滋警送支店 京都府京都市南区西九条菅田町２２ 075-671-8347

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都西の京支店
京都府京都市中京区西ノ京塚本町１４，１４－４，１４

－５
080-5068-0929

京都市 日本郵便株式会社　中京郵便局 京都府京都市中京区三条通東洞院東入ル菱屋町３０ 075-255-1118

京都市 有限会社藤建　本社営業所 京都府京都市左京区岩倉幡枝町２００２番地 075-722-1229

京都市 ヤマト運輸株式会社　洛北支店 京都府京都市左京区岩倉幡枝町１２５０－２他５筆 080-5044-7009

京都市 ヤマト運輸株式会社　左京支店 京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町４５，４６ 080-5044-6759

京都市 日本郵便株式会社　左京郵便局 京都府京都市左京区高野竹屋町１ー１ 075-712-0352

京都市 ヤマト運輸株式会社　山科支店 京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町６５ 080-5044-6879

京都市 ヤマト運輸株式会社　山科北支店 京都府京都市山科区西野今屋敷町１１，１３，１５－１ 080-5044-6771

京都市 飛騨運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区向島上五反田５１ 075-631-5211

京都市 日本通運株式会社　洛南営業課 京都府京都市伏見区横大路千両松町１８１ 075-601-8181
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京都市 日通京都運輸株式会社　本社営業所
京都府京都市伏見区横大路千両松町９８－１，４６－

２，９９（第４９ブロック千両松９８－１）
075-612-7984

京都市 ヤマト運輸株式会社　伏見支店 京都府京都市伏見区横大路芝生１０－１ 080-5043-8281

京都市 ヤマト運輸株式会社　伏見南支店 京都府京都市伏見区横大路下三柄宮ノ後１６番１ 080-6699-4924

京都市 株式会社ＭＯＶＩＮＧ　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８ 075-602-3232

京都市 株式会社ＰＲＩＤＥ　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路菅本２番地５８ 075-612-5353

京都市 毘双運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路一本木１１番 075-748-7810

京都市 有限会社エムテック　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路一本木４５－１ 075-604-6363

京都市 トナミ運輸株式会社　京都支店 京都府京都市伏見区横大路一本木２８－４，他６筆 075-602-1073

京都市 明興運輸株式会社　本社　物流部　配送
京都府京都市伏見区横大路一本木町３３，３３－２，竜

ケ池町６４
075-603-1930

京都市 嶋崎運送株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路六反畑５７－４ 075-621-3636

京都市 株式会社マルノウチ　京都営業所 京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池町４３－１ 075-602-1149

京都市 周山運輸株式会社　伏見 京都府京都市伏見区横大路朱雀２５ 075-603-8885

京都市 株式会社義喜光　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路橋本５０番地 075-631-1033

京都市 株式会社トラスト　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路天王前５４ 075-634-3701

京都市 有限会社サン急配　本社営業所 京都府京都市伏見区毛利町９６番地 075-605-7899

京都市 佐川急便株式会社　京都南営業所 京都府京都市伏見区南寝小屋町５番地 075-604-2700

京都市 株式会社田中運送　本社営業所 京都府京都市伏見区北寝小屋町２０番地 075-611-5374

京都市 株式会社サカイ引越センター　京都東支社 京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町２３ 075-604-6750

京都市 田中運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町２１ 075-611-4163

京都市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町１ 075-611-5384

京都市 株式会社サカイ引越センター　京都北支社 京都府京都市伏見区竹田中川原町３８３番地 075-646-2611

京都市 株式会社舞妓ロジスティクス　本社営業所 京都府京都市伏見区竹田田中殿町９３番地 075-605-2100

京都市 綜合警備保障株式会社　京都支社京都警送支店 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町９ 075-605-4972

京都市 エーエルプラス株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区中島北ノ口町２５番地 075-604-5822

京都市 株式会社ＫＭＴ　本社 京都府京都市南区上鳥羽西浦町２３－１ 075-605-4919

京都市 アートコーポレーション株式会社　京都支店 京都府京都市伏見区中島外山町１２２ 075-623-0123

京都市 株式会社コダ運輸　京都営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町２２０ 075-605-4960

京都市 栄組運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区羽束師古川町３３７ 075-931-2020

京都市 ジェイティ物流株式会社　西日本支店 京都府京都市伏見区羽束師菱川町３５１－１ 075-931-5081

京都市 株式会社プログレス・ファインド　本社営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町４番地 075-622-5371

京都市 株式会社カカオコーポレーション　本社営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町４１ 075-602-8100

京都市 京阪運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区淀生津町１６ 075-631-8386

京都市 ＴＳネットワーク株式会社　京都流通センター 京都府京都市伏見区淀美豆町４１４－７ 075-632-2100
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京都市 アートコーポレーション株式会社　京都北支店 京都府京都市右京区西京極豆田町９番１号 075-325-0123

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都西京極センター 京都府京都市右京区西京極豆田町２２ 080-6698-7301

京都市 浪速運送株式会社　京都営業所 京都府京都市右京区西京極北庄境町８２番地 075-326-1480

京都市 株式会社ｔｕｃ　本社営業所 京都府京都市西京区桂上野今井町１０３番地 075-392-7504

京都市 渡海運送株式会社　本店営業所 京都府京都市西京区下津林南中島町１４８番地 075-393-2373

京都市 株式会社宇佐美コーポレーション　本社営業所 京都府京都市西京区川島東代町３番地の５ 075-391-6781

京都市 山下運送株式会社　本社営業所 京都府京都市右京区嵯峨中又町５番地 075-861-0930

城陽市 有限会社井森運送　本社営業所 京都府城陽市寺田塚本２２１番地 0774-56-7177

城陽市 株式会社ナイス物流　本社営業所 京都府城陽市寺田塚本２２１番地 0774-58-2015

城陽市 ヤマト運輸株式会社　城陽支店 京都府城陽市寺田新池８６－３，８７－１ 080-5044-6794

長岡京市 トヨタ輸送中部株式会社　京都事業所 京都府長岡京市神足下八ノ坪３４番１ 075-957-5774

長岡京市 ティーエスロジテック有限会社　本社営業所 京都府長岡京市長法寺北畠１０－１８ 075-276-1019

長岡京市 浪速通運株式会社　京都営業所
京都府長岡京市開田１－６－６三菱製紙（株）京都工場

内
075-955-4816

長岡京市 クラウン物流株式会社　本社営業所 京都府長岡京市勝竜寺店ノ前３番地の３ 075-933-0021

長岡京市 ヤマト運輸株式会社　長岡京支店 京都府長岡京市久貝１丁目４２２－１ 080-5051-3656

南丹市 有限会社アユミ・ロジスティクス　本社営業所 京都府南丹市八木町美里紫野１番地 0771-42-5322

八幡市 株式会社バンテックセントラル　京都営業所 京都府八幡市内里河原３番地 075-981-7241

八幡市 株式会社日本ハートキャリー　月夜田営業所
京都府八幡市八幡月夜田３９番地１第二清水ハウス１０

５号
075-981-5790

八幡市 有限会社東城社　本社営業所 京都府八幡市八幡福禄谷１９０－４ 075-982-9680

八幡市 富士運輸株式会社　京都支店 京都府八幡市川口北浦１５番地１ 075-754-6680

八幡市 新潟輸送株式会社　京都配送センター 京都府八幡市下奈良名越２４－１ 075-983-9077

八幡市 大友ロジスティクスサービス株式会社　京都営業所 京都府八幡市下奈良下三床３７番 075-320-5970

八幡市 古都物流株式会社　本社営業所 京都府八幡市下奈良一丁地２２－１ 075-982-0131

八幡市 株式会社岡田商運　京都営業所 京都府八幡市上奈良城垣内４２番地４ 075-972-1001

八幡市 株式会社京宣社　本社 京都府八幡市上津屋林６１ 075-983-2018

八幡市 株式会社都々城運送　本社営業所 京都府八幡市上津屋里垣内５３番地 075-981-8002

八幡市 株式会社イーテック物流　本社営業所 京都府八幡市野尻城究１ 075-981-6668

八幡市 エムズ株式会社　本社営業所 京都府八幡市上津屋中堤１５２－１ 075-971-7572

八幡市 株式会社エムズトランスポート　本社営業所 京都府八幡市上津屋中堤１５２番地１ 075-971-7570

八幡市 株式会社キョウトプラス　本社営業所 京都府八幡市上津屋西久保１２０番地 075-971-3150

八幡市 第一貨物株式会社　京都支店 京都府八幡市野尻正畑２２番１ 075-754-6858

八幡市 株式会社平成流通　本社営業所 京都府八幡市上奈良北ノ口１－５ 075-972-0991

八幡市 株式会社関西曙運輸　本社営業所 京都府八幡市岩田六ノ坪６０番４ 075-972-1161
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舞鶴市 日本通運株式会社　舞鶴海運事業所 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎１９－５ 0773-75-3207

舞鶴市 舞鶴物流有限会社　本社営業所 京都府舞鶴市字喜多小字燒山４－２ 0773-75-7180

舞鶴市 舞鶴運輸株式会社　本社営業所 京都府舞鶴市字喜多１１０５－１６ 0773-75-3127

福知山市 綜合警備保障株式会社　京都支社福知山営業所 京都府福知山市篠尾新町１丁目１０４番地 0773-22-6302

福知山市 ヤマト運輸株式会社　福知山支店 京都府福知山市厚中町６６，７２ 080-5068-0969

福知山市 有限会社中路建機輸送　本社 京都府福知山市厚東町２９－１ 0773-23-8423

福知山市 株式会社ハート急便　福知山営業所 京都府福知山市字荒河小字声田和９－９，９－２３ 0773-25-2516

福知山市 株式会社プログレス・ファインド　福知山営業所 京都府福知山市土師新町２丁目７１ 0773-27-7762

福知山市 日本通運株式会社　福知山事業所 京都府福知山市字土師小字沢居山１７４番地５０ 0773-20-5588

福知山市 株式会社京綾貨物輸送　福知山営業所 京都府福知山市字堀小字野竹３２６番地７ 0773-23-7544

福知山市 岡山県貨物運送株式会社　福知山営業所 京都府福知山市字牧小字狭間２２８－１０ 0773-23-8090

福知山市 関西郵便逓送株式会社　福知山営業所 京都府福知山市字新庄小字渕ノ上７７０－１ 0773-22-0878

福知山市 株式会社ファーストライン　本社営業所 京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７番－０－１ 0773-59-2212

福知山市 株式会社ファーストシステム　本社営業所 京都府福知山市三和町芦渕小字イセキ３４７－０－１ 0773-59-2666

福知山市 日本郵便株式会社　福知山郵便局 京都府福知山市天田（北本町１区）１１２の４ 0773-22-3400

木津川市 有限会社和束企画　本社営業所
京都府木津川市山城町上狛四丁町１番地１４、鶴白４番

地１１
0774-86-5247

木津川市 近物レックス株式会社　南京都営業所 京都府木津川市山城町上狛一本木１－１ 0774-86-3002

木津川市 木津運送株式会社　本社営業所 京都府木津川市山城町椿井伊賀落３番地３ 0774-86-0771

乙訓郡 豊能運送株式会社　京都営業所 京都府乙訓郡大山崎字下植野小字飯田７番地、７番地１ 075-957-1315

久世郡 株式会社トランスポートナカガワ　本社営業所 京都府久世郡久御山町市田新珠城２２０－１ 0774-46-1541

久世郡 大和物流株式会社　久御山出張所 京都府久世郡久御山町市田祇園田５番地１ 0774-41-2251

久世郡 ＳＢＳフレックネット株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町大字市田小字大領２番８ 0774-24-6015

久世郡 株式会社日急　本社 京都府久世郡久御山町野村町東７５番地１ 075-631-0029

久世郡 都輸送株式会社　関西営業所 京都府久世郡久御山町野村村東４１１－１ 075-633-5191

久世郡 株式会社貸切運送フジカワ　本社営業所 京都府久世郡久御山町森川端９４番地１ 075-633-5551

久世郡 有限会社桜急送　本社営業所 京都府久世郡久御山町森中内１１１－１ 075-632-5330

久世郡 ヤマト運輸株式会社　京都主管支店 京都府久世郡久御山町西一口西池５－３ 075-631-2606

久世郡 共立マイラ株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町栄２丁目１番２０４ 0774-44-5115

久世郡
西日本ジェット・ライン株式会社　西日本ジェット・ラ

イン　京都営業所
京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１０－１ 0774-26-6018

久世郡 エスティーキャリー株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町田井新荒見４７番地１ 0774-74-8881

相楽郡 木津運送株式会社　学研都市 京都府相楽郡精華町大字東畑小字南山中２６－１ 0774-93-1222

相楽郡 ヤマト運輸株式会社　精華支店 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目１２番地１ 080-6698-1989

相楽郡 佐川急便株式会社　京都精華営業所 京都府相楽郡精華町北稲八間字角田１－１ 0774-95-9595
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綴喜郡 キユーソーアレスト株式会社　宇治田原営業所 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字塩ヶ谷２５－１０ 0774-88-3630

綴喜郡 株式会社ＳＦ興業　本社営業所 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字畠田７３番１ 0774-88-3725

綴喜郡 ヤマト運輸株式会社　宇治田原センター 京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸２３－１ 080-6698-7183

綴喜郡 有限会社洛陽建設　京都南 京都府綴喜郡井手町大字井手小字扇畑７－１ 0774-26-1658

綴喜郡 有限会社和田商店　京都営業所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪３番１ 0774-82-5599

与謝郡 安田産業株式会社　本社営業所 京都府与謝郡与謝野町小字野田２５５０ 0772-46-5355
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