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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）

茨木市 丸協運輸開発株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市宇野辺１丁目１番４７号 072-627-5011

茨木市 中央運輸株式会社　大阪営業所 大阪府茨木市藤の里２－１５－８ 072-640-3601

茨木市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市藤の里１丁目４番８号 072-641-1392

茨木市 石下運輸株式会社　大阪支店営業所 大阪府茨木市宿川原町４番１１号 072-643-5054

茨木市 日本通運株式会社　大阪北支店 大阪府茨木市上郡１－５－１７ 072-643-5091

茨木市 和光運輸株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市西福井３－２５－４０ 072-643-6455

茨木市
株式会社ヒガシトゥエンティワン　関電ロジネット事業

部
大阪府茨木市郡４－１７－４７ 072-640-4677

茨木市 新運輸株式会社　彩都営業所 大阪府茨木市彩都あかね３番１号 072-641-6667

茨木市 株式会社しん運送　本社営業所 大阪府茨木市五十鈴町１４－３１ 072-633-9446

茨木市 株式会社岡本運輸　本社営業所 大阪府茨木市平田一丁目６番７号 072-678-0597

茨木市 協陽高速運輸株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市真砂３－１７－８ 072-633-8033

茨木市 株式会社ウサ美物流　本社営業所 大阪府茨木市小柳町１３番２７号 072-637-3110

茨木市 株式会社ヤマタネロジスティクス　大阪営業所 大阪府茨木市宮島２－３－１ 072-635-6500

茨木市 飛騨運輸株式会社　茨木支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-633-7213

茨木市 九州西濃運輸株式会社　北大阪支店
大阪府茨木市宮島２－５－１　北大阪トラックターミナ

ル６号棟
072-632-8222

茨木市 三豊運送株式会社　北大阪営業所 大阪府茨木市宮島２丁目５番１号 0726-36-1641

茨木市 トナミ運輸株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-632-8282

茨木市 伊予商運株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-636-1555

茨木市 松岡満運輸株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-638-4111

茨木市 中倉陸運株式会社　大阪営業所 大阪府茨木市宮島２丁目３－１ 072-637-6452

茨木市 日通トランスポート株式会社　大阪支店 大阪府茨木市宮島２丁目５－１ 072-632-4466

茨木市 西濃運輸株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 06-4802-3016

茨木市 名鉄運輸株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-632-8150

茨木市 ヤマト運輸株式会社　茨木西支店
大阪府茨木市宮島２－５－１（北大阪トラックターミナ

ル１１号）
080-5045-1366

茨木市 岡山県貨物運送株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-632-8255

茨木市 日ノ丸西濃運輸株式会社　北大阪営業所 大阪府茨木市宮島２－５－１ 0726-32-8187

茨木市 株式会社流通サービス　茨木営業所 大阪府茨木市島４丁目２４番１０号 072-652-0747

茨木市 アートバンライン株式会社　本社営業所 大阪府茨木市島３丁目５番４８号 072-630-3303

茨木市 西濃エキスプレス株式会社　大阪営業所 大阪府茨木市島４－２４－１７ 072-633-3001

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大阪府）
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茨木市 株式会社クーバルＣ３　茨木第五営業所 大阪府茨木市横江２丁目６－２３ 070-6946-1793

茨木市 星和ロジテム株式会社　本社 大阪府茨木市横江２丁目４番６３号 072-630-0088

茨木市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　大阪茨木営業所 大阪府茨木市横江２丁目６－２３ 072-636-5220

茨木市 安田運輸株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市丑寅１－１０－４３ 072-645-5679

茨木市 榎本運送株式会社　本社営業所 大阪府茨木市蔵垣内３－１９－２８ 072-625-1266

茨木市 片岡運輸株式会社　北摂物流センター 大阪府茨木市東宇野辺町３－９ 072-622-6771

茨木市 日本郵便株式会社　茨木郵便局 大阪府茨木市中穂積１丁目１－４０ 072-624-8702

羽曳野市 株式会社ヤマザキ物流　阪南営業所 大阪府羽曳野市広瀬１６１ 072-956-9044

羽曳野市 ヤマト運輸株式会社　羽曳野西浦支店
大阪府羽曳野市西浦１１６６－１，１１６７－１，１１

７０－１
0729-59-0103

羽曳野市 有限会社サクセスコーポレーション　本社営業所 大阪府羽曳野市尺度１６５番地２ 072-957-1833

羽曳野市 大阪丸進運輸株式会社　南大阪営業所 大阪府羽曳野市はびきの４丁目１３７－５ 072-956-9990

羽曳野市 株式会社ハート引越センター　南大阪営業所 大阪府羽曳野市野６４０－４９ 0729-31-3815

羽曳野市 株式会社かんさいウイング　大阪営業所 大阪府羽曳野市野１７番地 072-953-1444

河内長野市 高砂物流株式会社　河内長野営業所 大阪府河内長野市木戸西町３丁目１０番２号 0721-50-1076

貝塚市 スイキュウ大阪株式会社　貝塚営業所 大阪府貝塚市堤４０６－１－１０１ 072-436-8380

貝塚市 明幸運輸株式会社　貝塚営業所 大阪府貝塚市二色南町１６番 090-2199-0544

岸和田市 諸星運輸株式会社　岸和田 大阪府岸和田市木材町４－１ 072-437-9126

岸和田市 株式会社ゴトー物流　本社営業所 大阪府岸和田市新港町７－４ 072-433-0510

岸和田市 光照運輸株式会社　本社 大阪府岸和田市臨海町１８番地 072-439-0371

岸和田市 丸正株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市地蔵浜町７番地１０ 072-436-2851

岸和田市 日本通運株式会社　堺事業所 大阪府岸和田市地蔵浜町７－６ 072-439-5447

岸和田市 横山運輸有限会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市戒町１１３２－１ 072-422-6800

岸和田市 石田運送株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市戒町９－５１ 072-422-6160

岸和田市 株式会社やませ運輸　岸和田営業所 大阪府岸和田市下野町２丁目１２番１号 072-429-0720

岸和田市 内畑運送株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市加守町２丁目１１－３ 072-479-0824

岸和田市 株式会社流通サービス　岸和田営業所 大阪府岸和田市包近町字東山３７８番地４号 072-441-6990

岸和田市 株式会社関西通商　本社 大阪府岸和田市三田町１３５８番地の１ 0725-45-3303

岸和田市 丸山商事株式会社　本社 大阪府岸和田市池尻町７００番地２８ 072-443-7586

岸和田市 有限会社ワンプラスワン　岸和田営業所 大阪府岸和田市土生町２丁目９－１０ 072-426-2255

岸和田市 アートコーポレーション株式会社　南大阪支店 大阪府岸和田市土生町２丁目９番２８号 072-437-0123

岸和田市 日本郵便株式会社　岸和田郵便局 大阪府岸和田市沼町３３－３３ 072-439-5191

交野市 有限会社トーキ　交野営業所 大阪府交野市星田５丁目８－１４－１０５ 072-845-6609

交野市 西光運輸株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田５丁目８－９－１１１ 072-807-5556

交野市 株式会社引越社　阪奈 大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１ 072-893-3716
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高石市
株式会社ＯｓａｋａＲｅｅｆｅｒＳｙｓｔｅｍ　本社営

業所
大阪府高石市高砂２丁目９番６号 072-268-1173

高石市 株式会社とうざい　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目９番６号 072-268-1171

高石市 菱華運輸株式会社　大阪支店 大阪府高石市高砂１－１ 072-268-1991

高石市 栄トランスポート有限会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２－３－７ 072-268-0440

高石市 栄運輸工業株式会社　泉北支店 大阪府高石市高砂２丁目３番７号 072-268-1335

高石市 協栄株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目３番７号 072-268-1028

高石市 佐竹運送株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目１３番地 072-268-0525

高石市 日陸物流株式会社　大阪営業所 大阪府高石市高砂２－９－８ 072-269-3838

高石市 大阪石油工運株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目１番地 072-268-0305

高石市 株式会社トーショー　大阪営業所 大阪府高石市高砂３丁目３０ 072-268-0815

高石市 株式会社ヒューテックノオリン　関西支店 大阪府高石市高砂３－７－２ 072-268-0528

高石市 株式会社エル・エヌ・ジー輸送　泉北営業所 大阪府高石市高砂３丁目４番地 072-268-1287

高石市 播松運輸株式会社　高石営業所 大阪府高石市西取石７－７－２３ 0725-40-0017

高石市 中谷運送株式会社　堺営業所 大阪府高石市取石６丁目４番３号 072-271-8668

高槻市 西村梱包倉庫株式会社　本社営業所 大阪府高槻市上牧南駅前町９－２ 072-669-6481

高槻市 大和通商株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市日向町２４番１号 072-670-5110

高槻市 株式会社武山回漕店　高槻 大阪府高槻市藤の里町１８－１８－２０１ 06-6572-2121

高槻市 株式会社ロジパルエクスプレス　高槻営業所 大阪府高槻市辻子３－２１－１ 072-676-9595

高槻市 株式会社ヤマガタ　大阪営業所 大阪府高槻市南大樋町３３－２ 072-672-3711

高槻市 アートコーポレーション株式会社　高槻 大阪府高槻市西冠３丁目４１－１ 072-675-0123

高槻市 株式会社合通　北大阪流通センター 大阪府高槻市桜町１番５号 072-681-4897

高槻市 大翔トランスポート株式会社　大阪支店 大阪府高槻市芝生町１丁目５２番２号 072-665-9211

高槻市 大阪センコー運輸株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市芝生町１丁目５１番２号 072-677-5717

高槻市 名糖運輸株式会社　関西物流センター 大阪府高槻市三島江１丁目２５－１ 072-677-8401

高槻市 株式会社ブルーム　高槻 大阪府高槻市三島江３丁目２－８ 072-679-2450

高槻市 株式会社イシダカーゴ　本社営業所 大阪府高槻市三島江１－１１－２７ 072-678-5491

高槻市 株式会社リクサスカーゴ　北大阪営業所 大阪府高槻市三島江１－７－１５ 072-677-9781

高槻市 株式会社合通　北大阪支店 大阪府高槻市三島江２丁目５番１３号 072-677-5261

高槻市 神奈川運送株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市唐崎西２丁目２２番２３号 072-677-0886

高槻市 イーエフ物流株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市西面北２－２－３ 072-678-2277

高槻市 シモハナ物流株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市西面北１丁目７－１ 072-678-3705

高槻市 谷口興業株式会社　本社営業所 大阪府高槻市西面中１－４－２３ 072-677-1300

高槻市 株式会社関西まるだい物流　本社営業所 大阪府高槻市柱本３－１２－１０ 072-677-1851

高槻市 ケイヒン陸運株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市柱本５－１１２－１－２ 072-677-9111
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高槻市 関西急送株式会社　大阪支店 大阪府高槻市大字原８９１－４ 072-689-5046

阪南市 ミズモト運送株式会社　本社営業所 大阪府阪南市自然田１４７５－２ 072-473-0818

阪南市 有限会社ミナミ　本社 大阪府阪南市石田２８２番地の５，６ 072-473-3015

堺市 株式会社丸運ロジスティクス西日本　大阪営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５ 072-229-8871

堺市 東和配送サービス株式会社　本社 大阪府堺市美原区黒山１０８番地の１ 072-363-8555

堺市 東和運輸株式会社　本店営業所 大阪府堺市美原区黒山３８５－５，３８５－１ 072-362-3456

堺市 株式会社小柳運送　本社営業所 大阪府堺市美原区多治井１３５番地１ 072-363-1110

堺市 株式会社イトー急行　堺営業所
大阪府堺市美原区小平尾１１７３－２、１１７３－５、

１１７３－６
072-369-0313

堺市 ロジスティックスセイワ株式会社　大阪 大阪府堺市美原区木材通２－１－１８ 072-363-6007

堺市 株式会社ディーエム企画　本社 大阪府堺市美原区木材通４丁１２０４－１５ 072-287-0513

堺市 京阪久宝株式会社　関西ＧＬＣ営業所 大阪府堺市美原区木材通２－１－１８ 072-369-3601

堺市 株式会社新陸運輸　堺 大阪府堺市美原区今井３４２番地 072-361-5288

堺市 関東エアーカーゴ株式会社　大阪営業所 大阪府堺市美原区小寺７６１－１ 072-362-1439

堺市 株式会社タカエキスプレス　本社営業所 大阪府堺市中区土師町４丁５－２５ 072-270-7800

堺市 寺口運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市南区豊田５８０番地 072-284-1177

堺市 株式会社ロジックナンカイ　本社 大阪府堺市南区高尾１丁３５９－１ 072-275-0333

堺市 株式会社ＮＳロジ関西　堺営業所 大阪府堺市堺区出島西町２番地 072-241-7568

堺市 日通トランスポート株式会社　南大阪営業所 大阪府堺市堺区出島海岸通４－２７５ 072-247-2341

堺市 株式会社杉孝　堺営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２ 072-221-2525

堺市 大阪三興物流株式会社　堺築港営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１番１７１ 072-678-4510

堺市 トナミ運輸株式会社　南大阪支店 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地 072-228-1326

堺市 株式会社さくらコーポレーション　堺支店 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地 072-229-3666

堺市 株式会社公益社　堺 大阪府堺市堺区宿屋町西１丁１－２５ 0722-27-3601

堺市 株式会社寿運送　堺営業所 大阪府堺市堺区大浜西町４番地 072-221-7127

堺市 アオキ物流株式会社　本社営業所 大阪府堺市堺区海山町５丁１９７番 072-224-8824

堺市 サザントランスポートサービス株式会社　堺営業所 大阪府堺市堺区神南辺町１丁４５番地１ 072-229-8818

堺市 株式会社大木組　本社 大阪府堺市堺区北波止町４２－４６ 072-232-2184

堺市 ノボパン運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市堺区築港南町４－３０ 072-221-6491

堺市 日本郵便株式会社　堺郵便局 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６ 072-232-0091

堺市 富士通運輸興業株式会社　本社営業所 大阪府堺市北区中村町１９１－３ 06-6628-0429

堺市 アートコーポレーション株式会社　堺支店 大阪府堺市北区長曽根町１２０６－１ 072-257-0123

堺市 日通関西物流株式会社　堺鉄鋼事業所 大阪府堺市西区築港新町３丁３０ 072-245-2462

堺市 花王ロジスティクス株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区築港新町１丁５番６ 072-243-5075

堺市 株式会社エイコー商事　堺営業所 大阪府堺市西区築港新町１丁５番４０号 072-244-6000
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堺市 近畿石油輸送株式会社　営業部大阪支店 大阪府堺市西区築港新町３丁１４ 072-241-4642

堺市 サントリーロジスティクス株式会社　南大阪支店 大阪府堺市西区石津西町７番８ 072-244-7361

堺市 日鉄物流大阪株式会社　阪神事業所 大阪府堺市西区石津西町５ 072-247-0301

堺市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　堺共配センター 大阪府堺市西区浜寺石津町西４丁１４－２ 072-284-7513

堺市 株式会社泉谷商事　本社 大阪府堺市西区浜寺石津町東４丁９番２１－５号 072-289-5361

堺市 中日本マルエス株式会社　堺 大阪府堺市西区築港浜寺西町８番地２３ 072-268-3372

堺市 エーエルプラス株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区平岡町５－１ 06-4801-9460

堺市 株式会社関西トランスポート　本社営業所 大阪府堺市西区草部４３０－１ 072-273-4915

堺市 株式会社ベストランス　堺センター 大阪府堺市西区山田三丁９００番地 072-284-7538

堺市 大阪サンヱー物流株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区山田２－１９０－１８ 072-274-0202

堺市 山忠運輸株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区鳳北町９－４９５－１ 072-261-5303

堺市 近畿電電輸送株式会社　堺輸送センタ 大阪府堺市中区土塔町１０３－１ 072-239-2577

堺市 株式会社泉州物流サービス　本社営業所 大阪府堺市中区東山１１０８番地 072-230-0227

堺市 大阪トランスポート株式会社　本社営業所 大阪府堺市中区東山１１０８番地 072-239-7577

堺市 株式会社朋友　本社 大阪府堺市中区平井８３４番 072-296-7771

堺市 株式会社アスト中本　本社営業所 大阪府堺市中区小阪西町１－１ 072-279-1200

堺市 南大阪センコー運輸整備株式会社　堺中央営業所 大阪府堺市中区深井清水町１７９２－１ 072-291-6110

堺市 日本郵便株式会社　堺中郵便局 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１ 072-281-0017

四條畷市 株式会社青山本店関西　本社営業所 大阪府四條畷市米崎町２０番３０号 072-636-1160

四條畷市 都南物流株式会社　本社営業所 大阪府四條畷市蔀屋新町７番１２号 072-878-7881

四條畷市 豊田通商　株式会社　本社 大阪府四條畷市蔀屋本町１３－３２ 072-832-3150

守口市 株式会社引越社　大阪中央営業所 大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（２Ｆ） 06-6994-6060

守口市 株式会社山三　大阪営業所 大阪府守口市金田町２－２８－２０ 06-6901-3081

守口市 株式会社松川運輸倉庫　本社営業所 大阪府守口市東郷通３丁目１３番２５号 06-6996-1307

守口市 守口実業株式会社　本社営業所 大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号 06-6991-7079

守口市 ノーヒ・ロジテック関西株式会社　本社営業所 大阪府守口市寺方本通４丁目２番２号 06-6997-2580

松原市 名鉄運輸株式会社　松原支店 大阪府松原市別所１丁目１０番１６号 072-349-1331

松原市 株式会社豊興　大阪営業所 大阪府松原市大堀１－６－５ 072-336-5678

松原市 大栄運輸産業株式会社　本社営業所 大阪府松原市丹南１－４８２－６ 072-335-1321

松原市 株式会社サカイ引越センター　松原支社 大阪府松原市上田６丁目５－９ 072-349-1131

松原市 株式会社引越社　松原営業所 大阪府松原市天美我堂６－９４－３ 0723-36-2626

松原市 トナミ近畿物流株式会社　本社営業所 大阪府松原市天美北４－１－８ 072-331-1073

松原市 イズミ物流株式会社　大阪営業所 大阪府松原市阿保５－１４－５ 072-360-4343

松原市 福山通運株式会社　松原支店 大阪府松原市三宅西２－４６６－７ 072-337-2300

寝屋川市 ダイシン物流株式会社　寝屋川営業所 大阪府寝屋川市豊里町１７番２４号（２２６－１） 072-829-5522
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寝屋川市 株式会社ホンダ　本社営業所 大阪府寝屋川市葛原２丁目１４番１６号 072-826-5321

寝屋川市 大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社　本社営業所 大阪府寝屋川市仁和寺本町３－２－３８ 072-828-2545

寝屋川市 株式会社神戸屋ロジスティクス　寝屋川営業所 大阪府寝屋川市点野２丁目５番２号 072-839-2655

寝屋川市 有限会社益田運送店　本店 大阪府寝屋川市点野３－１３－９ 072-826-2788

寝屋川市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　大阪主管センター 大阪府寝屋川市点野３丁目１７－７ 072-800-3835

寝屋川市 平田運輸株式会社　寝屋川 大阪府寝屋川市木屋町１４－２ 072-832-3107

寝屋川市 株式会社ＯＤＡ　本社 大阪府寝屋川市河北中町３７番２号 072-824-8113

寝屋川市 ヤマトマルチチャーター株式会社　阪神営業所 大阪府寝屋川市高宮栄町５番１号 072-811-3955

寝屋川市 日本郵便株式会社　寝屋川郵便局 大阪府寝屋川市初町４－５ 072-820-2601

吹田市 株式会社アオキ　本社 大阪府吹田市吹東町６６－１ 06-6382-0221

吹田市 川本運送株式会社　吹田営業所 大阪府吹田市幸町２３－１ 06-6319-3756

吹田市 城南産業株式会社　本社営業所 大阪府吹田市幸町２３－１ 06-6382-7547

吹田市 日本フレートライナー株式会社　関西支店 大阪府吹田市芝田町１番２２号 06-7661-6611

吹田市 日本通運株式会社　吹田貨物コンテナ課 大阪府吹田市芝田町１番２２ 06-4860-7125

吹田市 日本通運株式会社　吹田・茨木引越センター 大阪府吹田市寿町２－３－５ 06-6319-3195

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田南支店 大阪府吹田市川岸町１４－１５ 080-5044-6586

吹田市 三誓物流株式会社　本社営業所 大阪府吹田市南吹田１丁目１５番１７号 06-6318-5153

吹田市 木下倉庫運輸株式会社　本社営業所 大阪府吹田市南吹田３－３－５０ 06-6385-3232

吹田市 日本郵便株式会社　吹田郵便局 大阪府吹田市穂波町４－１ 06-6380-0105

吹田市 株式会社引越社　吹田営業所 大阪府吹田市青葉丘南６番２３号 06-4864-2626

摂津市 株式会社ビーシーロジスティクス　本社 大阪府摂津市千里丘３丁目１４番４０号 06-6389-5900

摂津市 株式会社キノシタ　摂津営業所 大阪府摂津市学園町１丁目２番２０号 072-657-7773

摂津市 株式会社合通　北大阪配送センター 大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号 072-652-2530

摂津市 旭興産運輸株式会社　北大阪営業所 大阪府摂津市鶴野３－４－８ 072-632-2091

摂津市 オーエスカーゴ株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市東別府３丁目１番２２号 06-6829-2281

摂津市 株式会社安治川クレーン　本社営業所 大阪府摂津市東別府３－１－７ 06-6349-6201

摂津市 カトーレック株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市東別府１－５－３４ 06-6340-5555

摂津市 大阪商運株式会社　本社営業所 大阪府摂津市東別府３丁目１番２２号 06-6195-7655

摂津市 株式会社ゴトー物流　北大阪営業所 大阪府摂津市一津屋１丁目２８番１号２０１号 06-6829-5101

摂津市 日通関西物流株式会社　大阪貨物ターミナル営業所 大阪府摂津市安威川南町４２６番地３の２ 06-6827-1211

摂津市 センコー株式会社　大タコンテナセンター 大阪府摂津市安威川南町２－９ 06-6340-5116

摂津市 株式会社ハート引越センター　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１番１９号 072-653-0044

摂津市 株式会社エコパック　本社 大阪府摂津市鳥飼本町１丁目１２番１１号 072-654-7318

摂津市 株式会社オー・エス・エス　大阪直配センター 大阪府摂津市鳥飼本町３－１－３５－１０６ 072-653-4533

摂津市 株式会社Ｍ・Ｊトランスポート　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２９号 072-653-1563
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摂津市 明雪運輸株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼中３－１－３２ 072-653-2800

摂津市 出水運輸センター株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼本町２－４－９ 072-653-1030

摂津市 株式会社崎畑　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番２９号 072-653-5667

摂津市 株式会社大阪西物流　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目６番１６号 072-654-0695

摂津市 株式会社合通　摂津支店 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目９番４８号 0726-54-5161

摂津市 梅田運輸倉庫株式会社　ローリー営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５－７－２１ 072-654-4983

摂津市 株式会社三紀ライン　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼八防２丁目１１番２７号 06-6380-3888

摂津市 朝日町運輸倉庫株式会社　摂津営業所
大阪府摂津市都市計画事業鳥飼東部土地区画整理地区１

２街３－１
072-654-3955

摂津市 Ｌ物流株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目４番３６号 072-646-8315

摂津市 田中運送株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼上５丁目６－３０ 072-654-4180

摂津市 株式会社イージーエスライン　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目１１番７号 072-653-7417

摂津市 山本通商株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４－３－４４ 072-653-2570

摂津市 株式会社ケイエスシー物流　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼上４－８－１１ 072-650-3233

摂津市 森吉通運株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼上２－３－２３ 072-653-0302

摂津市 ＦＫ物流株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼銘木町２０番５７号 072-646-6360

摂津市 ネクスト株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３１番２号 072-654-8311

摂津市 クリスタル物流株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目１番９号 072-650-3450

摂津市 イーアイプラス株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼中２丁目９番７号 072-665-5707

摂津市 中国陸運株式会社　大阪営業所摂津センター 大阪府摂津市鳥飼中３丁目７番１６号 072-646-8122

摂津市 大阪北陸急配株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中２丁目５番２１号 072-653-8433

摂津市 株式会社桑原サービス　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目２－４０ 072-653-1700

摂津市 株式会社日立物流西日本　東大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼中３－５－４０ 072-654-9515

摂津市 株式会社ＹＳＫサービス　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼下２丁目２４番２４号 072-655-8271

摂津市 阪神ロジテム株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼下３丁目３３－５ 072-653-7606

摂津市 株式会社北大阪運輸　本社 大阪府摂津市東一津屋１０番１５号 06-6195-8528

摂津市 名鉄運輸株式会社　大阪引越支店 大阪府摂津市東一津屋１番４５号 06-4862-2700

泉佐野市 関空運輸株式会社　りんくう営業所 大阪府泉佐野市中庄１０２－１ 072-469-3030

泉佐野市 有限会社さがん商運　本社営業所 大阪府泉佐野市上之郷１６３０番地の１ 072-450-0455

泉佐野市 ヤマトボックスチャーター株式会社　関空支店 大阪府泉佐野市新安松２丁目５－２ 072-490-2260

泉佐野市 株式会社大輝産業　泉佐野 大阪府泉佐野市羽倉崎１－１－７５　２Ｆ 072-465-7761

泉佐野市 株式会社アイエキスプレス　本社 大阪府泉佐野市上之郷２７８１ 072-450-3000

泉佐野市 若松運輸株式会社　大阪営業所
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２１りんくう国際物

流センター６０１号
0724-69-7077

泉佐野市 福山通運株式会社　泉佐野支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－４７ 072-464-8410
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泉佐野市 富士運輸株式会社　関西空港支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７ 072-458-2322

泉佐野市 平野カーゴ株式会社　関西支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２１ 072-463-7455

泉佐野市
サザントランスポートサービス株式会社　りんくう営業

所
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－１ 072-469-0854

泉佐野市 トナミ運輸株式会社　泉佐野支店 大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目８６８－１７ 072-469-1901

泉佐野市 和光運輸株式会社　泉佐野営業所 大阪府泉佐野市鶴原３丁目１２番２８号 0724-64-4900

泉大津市 ＴＳネットワーク株式会社　泉大津流通センター 大阪府泉大津市宮町１１－２０ 0725-21-9571

泉大津市
ウエストロジ・コーポレーション株式会社　南大阪営業

所
大阪府泉大津市板原町４丁目２１番２２号 0725-40-1017

泉大津市 株式会社トラスト　本社営業所
大阪府泉大津市汐見町１０８番地泉北２１号上屋付属事

務所２階３号室
0725-22-7580

泉大津市 株式会社大伸　本社営業所 大阪府泉大津市汐見町１１１ 0725-32-1520

泉大津市 間口陸運株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市汐見町１０７－２ 0725-20-5011

泉大津市 鶴丸運輸株式会社　本社 大阪府泉大津市新港町１５ 0725-20-6553

泉大津市 新栄陸運株式会社　大阪営業所 大阪府泉大津市新港町１ 072-528-3577

泉大津市 株式会社合通　堺泉北支店 大阪府泉大津市新港町１番，１０番地 0725-22-6866

泉大津市 愛知車輌興業株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市小津島町４番８ 0725-31-2214

泉大津市 シーウェイエクスプレス株式会社　泉大津支店 大阪府泉大津市小津島町１－３ 0725-58-6651

泉大津市 株式会社ホンダ　泉北営業所 大阪府泉大津市臨海町１－３３ 072-522-9600

泉大津市 株式会社ＮＳロジ関西　泉大津営業所 大阪府泉大津市臨海町３－２－２ 0725-31-0500

泉大津市 名鉄運輸株式会社　泉大津支店 大阪府泉大津市臨海町１－３１ 0725-32-6361

泉南市 福泉運送有限会社　本社 大阪府泉南市樽井７－２３－１４ 072-483-4704

泉南市 有限会社泉州急送　本社営業所 大阪府泉南市樽井３－３３－５ 072-483-6327

泉南市 丸大通商株式会社　本社営業所 大阪府泉南市馬場２丁目２９番１１号 072-483-8686

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪天神橋支店 大阪府大阪市北区錦町１－２ 06-6354-4393

大阪市 株式会社公益社　天神橋 大阪府大阪市北区天神橋４丁目６－３９ 06-4800-2194

大阪市 日本郵便株式会社　大阪北郵便局 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１－１９ 06-6347-8059

大阪市 エーエルプラス株式会社　大阪中央営業所 大阪府大阪市北区長柄東２丁目９－４６ 06-4801-9460

大阪市 岸本運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市北区中津４－１－１６ 06-6371-4179

大阪市 宮坂産業株式会社　本店 大阪府大阪市北区豊崎１丁目１１番２５号 06-6371-2787

大阪市 株式会社大松土建　本社 大阪府大阪市北区本庄東２－１０－１５ 06-6474-0597

大阪市 株式会社タイムス物流　本社 大阪府大阪市北区大淀中４丁目１５番２５号 06-6451-6254

大阪市 日本郵便輸送株式会社　中津営業所 大阪府大阪市北区大淀中５－１２－１ 06-6458-7955

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪大淀支店 大阪府大阪市北区大淀北１－６－５ 06-6451-8258

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪福島北支店 大阪府大阪市北区大淀北１－７－１ 06-6452-5926
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大阪市 国際空輸株式会社　大阪中央営業所 大阪府大阪市淀川区十八条３－１５－３ 06-6391-3560

大阪市 共同運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市淀川区三津屋南３－２０－４２ 06-4862-6941

大阪市 日本郵便株式会社　淀川郵便局 大阪府大阪市淀川区十三元今里２丁目２－３６ 06-6301-0104

大阪市 中越テック株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区大桐４－１－７７ 06-6328-6806

大阪市 株式会社エスポワールタカノ　豊里営業所 大阪府大阪市東淀川区豊里７－２７－１１ 06-6327-1166

大阪市
株式会社ジェイアール西日本マルニックス　大阪現金輸

送センター
大阪府大阪市東淀川区西淡路２丁目５－１７ 06-6990-7511

大阪市 アートコーポレーション株式会社　大阪中央 大阪府大阪市都島区網島町８番１６号 06-6881-0123

大阪市 富島物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市旭区太子橋１－５０－２０ 06-6955-8221

大阪市 阪急阪神エステート・サービス株式会社　城東営業所 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１３－２３ 06-6777-7123

大阪市 株式会社山中運輸　本社営業所 大阪府大阪市城東区永田２－８－２ 06-6961-9121

大阪市 綜合警備保障株式会社　警送近畿支社 大阪府大阪市東成区深江北３－８－２３ 06-6976-1100

大阪市 株式会社城東組　本社営業所 大阪府大阪市東成区深江南２－１－２９ 06-6972-6666

大阪市 川西運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市東成区大今里１－１１－１３ 06-6971-1794

大阪市 岡本運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２－２－４３ 06-6912-2138

大阪市 日本鉄鋼物流株式会社　大阪支店 大阪府大阪市鶴見区安田２丁目６番９号 06-6915-4511

大阪市 トナミ運輸株式会社　大阪中央支店 大阪府大阪市鶴見区焼野３－１５１ 06-6915-1073

大阪市 株式会社ショーナン・ロジテック　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２－３６ 06-6911-5000

大阪市 佐川急便株式会社　大阪鶴見営業所 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目３－３８ 06-6915-3333

大阪市 飛騨運輸株式会社　城東支店 大阪府大阪市鶴見区今津北２－５－２０ 06-6961-1871

大阪市 株式会社カイウン　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号 06-6968-1651

大阪市 クレベ運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号 06-6968-1651

大阪市 クレベ運送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号 06-6968-1651

大阪市 日本郵便株式会社　新大阪郵便局 大阪府大阪市此花区島屋４丁目１－１８ 06-6460-6687

大阪市 株式会社フレックス　本社営業所 大阪府大阪市生野区中川東２－４－４Ｔ０１号室 06-6577-3060

大阪市 冨澤美代子　本店営業所 大阪府大阪市生野区生野西３－７－２８ 06-6731-4027

大阪市 株式会社桂通商　大阪営業所 大阪府大阪市東住吉区今林１丁目２番６８号 06-6752-0550

大阪市 大阪貨物株式会社　南大阪支社 大阪府大阪市東住吉区杭全５－１０－２４ 06-6713-2421

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東住吉矢田センター 大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目１０－２４ 06-6760-7371

大阪市 日本郵便株式会社　東住吉郵便局 大阪府大阪市東住吉区今川８丁目８－２５ 06-6702-4121

大阪市 株式会社プロトランス　本社 大阪府大阪市平野区加美南四丁目１番９号 06-6147-7715

大阪市 株式会社大阪トラック　本社営業所 大阪府大阪市平野区加美南２－３－１８ 06-6791-0251

大阪市 浅野運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市平野区瓜破南１丁目４番７０号 06-6700-6611

大阪市 アーチ株式会社　本社 大阪府大阪市平野区喜連１－１－１０ 06-4302-3020

大阪市 有限会社大梶企画　本社営業所 大阪府大阪市平野区平野馬場１丁目１３番２５号 06-6731-4027
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大阪市 新運輸株式会社　大阪本社営業所 大阪府大阪市平野区平野馬場１－１３－１ 06-6794-6001

大阪市 京町堀運輸倉庫株式会社　本社 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２３ 06-6441-7937

大阪市 和光運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区南堀江４－２３－５ 06-6532-2112

大阪市 株式会社共立陸運　本社 大阪府大阪市西区川口２－７－３３ 06-6583-6400

大阪市 日本郵便株式会社　大阪東郵便局本田郵便作業分室 大阪府大阪市西区本田４丁目１－７ 06-6581-1262

大阪市 木村運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区境川２－２－３２ 06-6584-2501

大阪市 九條運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区九条南２丁目２０－１２ 06-6582-2410

大阪市 東京運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区九条南４－２１－９ 06-6582-5252

大阪市 株式会社丸麦運輸　本社営業所 大阪府大阪市大正区三軒家東５－３－１７ 06-6551-9420

大阪市 中村運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区千島３－１０－９ 06-6552-6651

大阪市 兼成運輸工業株式会社　本社 大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３ 06-6552-4191

大阪市 株式会社トッキュウ　大阪 大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目３番２０号 06-6537-7521

大阪市 藤鋼運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目８番７４番 06-6553-4180

大阪市 坂本梱包有限会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番２７号 06-6553-0205

大阪市 東海商運株式会社　大阪中央営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番３、５ 06-6555-8444

大阪市 丸金運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５－１１－４１ 06-6552-6431

大阪市
インターナショナルエクスプレス株式会社　大正物流セ

ンター
大阪府大阪市大正区鶴町２－２０－５８ 06-6105-8902

大阪市 関西運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番３１号 06-4394-9775

大阪市 東海運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区泉尾７－２－３１ 06-6552-1401

大阪市 丸西運輸商事株式会社　本店 大阪府大阪市大正区北恩加島１－１３－１ 06-6554-0522

大阪市 東江物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目５番４１号 06-6554-5006

大阪市 尼崎南運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島２－２－４０ 06-6555-5665

大阪市 中央運輸興業株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３番２号 06-6551-7552

大阪市 株式会社新栄工運　本社営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目２番２０号 06-6686-1381

大阪市 有限会社領家運送　本社営業所 大阪府大阪市港区波除６－２－２２ 06-6582-7031

大阪市 株式会社マウス　本社 大阪府大阪市港区波除６丁目５番５号 06-6586-5047

大阪市 株式会社ハナワトランスポート　大阪営業所 大阪府大阪市港区波除６－３－２ 06-7731-5511

大阪市 丸正運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区市岡元町３－３－１３ 06-6416-7278

大阪市 日大運送株式会社　港営業所 大阪府大阪市港区石田１丁目４番１号 06-6536-8063

大阪市 アートコーポレーション株式会社　西大阪支店 大阪府大阪市港区福崎２丁目１番２２ 06-6572-0123

大阪市 トランコムＤＳ株式会社　鶴見センター 大阪府大阪市鶴見区今津北５－３－１８ 06-6599-0030

大阪市 西濃運輸株式会社　大阪西支店 大阪府大阪市港区福崎２丁目１－１ 06-4802-3027

大阪市 下川運送株式会社　港 大阪府大阪市港区築港３丁目７番１５－２０７号 06-6571-0341
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大阪市 三興運送株式会社　本社営業所
大阪府大阪市港区港晴５丁目１番１号大阪港埠頭ターミ

ナル内
06-6576-7111

大阪市 有限会社共進組運送　本社営業所 大阪府大阪市福島区海老江８丁目１４－４ 06-6343-9111

大阪市 日本通運株式会社　福島航空貨物センター 大阪府大阪市福島区海老江１丁目１３番２１号 06-6458-4791

大阪市 三協梱包商運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市福島区福島７－１６－８ 06-6458-6801

大阪市 ダイシン物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市福島区福島８－１９－９ 06-6453-0011

大阪市 浪速通運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市福島区大開４－３－４５ 06-6461-2753

大阪市 日本通運株式会社　安治川コンテナ課 大阪府大阪市此花区島屋６丁目１－１３ 06-6757-1004

大阪市 株式会社合通　安治川営業所 大阪府大阪市此花区島屋６丁目４０２番 06-4804-1988

大阪市 成山運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９ 06-6438-6255

大阪市 日鉄物流大阪株式会社　阪神事業所大阪営業所 大阪府大阪市此花区桜島３－１０－４４ 06-6463-6640

大阪市 菱倉運輸株式会社　大阪支店 大阪府大阪市此花区桜島３－８－２４ 06-6469-8181

大阪市 中四国ロジスティクス株式会社　阪神センター 大阪府大阪市此花区桜島３丁目４番８５号 06-6468-4111

大阪市 中部興運株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港２丁目１番６７号 06-4804-8830

大阪市 阪神石油運送株式会社　本社 大阪府大阪市此花区北港２丁目３番２２号 06-4804-2001

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪舞洲支店
大阪府大阪市此花区北港１－８０（仮換地２ブロック３

符合地）
06-6468-3266

大阪市 株式会社橋本商事冷凍輸送　大阪営業所
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７－８１東洋水産株

式会社舞洲冷蔵庫内
06-6461-3155

大阪市 アートバンライン株式会社　此花 大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３３ 06-4804-0123

大阪市 富士物流株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区酉島５丁目８－１０ 06-6468-3031

大阪市 大生食品輸送株式会社　本社 大阪府大阪市此花区常吉二丁目５番１１号 06-6467-0050

大阪市 ヤマト運輸株式会社　西淀川支店 大阪府大阪市西淀川区佃３－１５５－２２，２３，４２ 06-6471-9827

大阪市 誠幸運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８ 06-6475-6310

大阪市 レンゴーロジスティクス株式会社　西部引越センター 大阪府大阪市西淀川区佃７丁目１番２４号 06-6478-8880

大阪市 丸全昭和運輸株式会社　特殊輸送関西物流センター
大阪府大阪市西淀川区佃６５番１、６８番、６９番、７

０番、７１番、７２番
06-6487-1455

大阪市 備後通運株式会社　大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃６－１１－１３ 06-6473-3313

大阪市 レンゴーロジスティクス株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区佃７－１－２４ 06-6474-8051

大阪市 名鉄ゴールデン航空株式会社　大阪支店 大阪府大阪市港区弁天４丁目１５－１４ 06-6829-6360

大阪市 株式会社エスラインギフ　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区御幣島５丁目８－３ 06-6473-0176

大阪市 株式会社松元　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目９番２２号 06-6471-4137

大阪市 株式会社茂木運送　福町営業所 大阪府大阪市西淀川区福町２丁目５番５２号 06-4808-2552

大阪市 株式会社リサイクル松栄　本社 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１２番６３号 06-6474-3081

大阪市 関西郵便逓送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目６－１ 06-6478-0880
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大阪市 ニッポンロジ株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目９番１３３号 06-6475-0807

大阪市 リョウワ運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目４番１２３号 06-6474-6321

大阪市 株式会社ベストランス　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２－４－４１ 06-6476-6009

大阪市 パナシアロジ株式会社　大阪 大阪府大阪市西淀川区西島１丁目４８－４ 06-4808-8827

大阪市 ユートランスシステム株式会社　本店 大阪府大阪市西淀川区西島１－１－６２ 06-4862-7120

大阪市 株式会社北急物流サービス　本社 大阪府大阪市西淀川区大野１丁目７番２２号 06-6472-3659

大阪市 中野運送株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区百島２丁目１番１８７ 06-6475-4035

大阪市 トヨダ運送株式会社　本社 大阪府大阪市浪速区木津川１丁目４番１４号 06-6567-0236

大阪市 ヤマト運輸株式会社　汐見橋支店 大阪府大阪市浪速区桜川２－２－１１ 06-6563-1552

大阪市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　大阪西営業所 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－４０ 06-4392-5018

大阪市 新開運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市浪速区木津川２－２－６ 06-6561-1058

大阪市 株式会社阪和運送店　本社営業所 大阪府大阪市西成区津守３丁目８番５７号 06-6661-2409

大阪市 株式会社ウェーブライン　本社 大阪府大阪市住之江区御崎八丁目３番２６ 06-6569-9501

大阪市 吉川運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区御崎６－３－１ 06-6685-5051

大阪市 株式会社ワールドサプライ　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号 06-4702-6509

大阪市 丸二倉庫株式会社　運送部ＳＢＬ 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号 06-6682-7101

大阪市 セイコー運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区泉１－３－１８ 06-6682-1359

大阪市 株式会社フジタカ　南大阪 大阪府大阪市住之江区新北島７丁目４－５３ 06-4702-6123

大阪市 株式会社ランドネット　本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番７１号 06-4702-8916

大阪市 株式会社アイエヌライン　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目１番１２号 06-6685-1355

大阪市 井住運送株式会社　南港 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５ 06-7670-2430

大阪市 株式会社ナカノ商会　関西支店大阪南ソートセンター 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３２号 06-6682-7701

大阪市 株式会社コウヘイ運輸　本社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目４番１４号 06-4702-6668

大阪市 福岡トランス株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目６－４５ 06-4702-7150

大阪市 有限会社エム・カンパニー　本社 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番１２８号 06-6684-6000

大阪市 株式会社エビス物流　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号 06-6614-1790

大阪市 株式会社ランドエキスプレス　大阪 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－９１ 06-4703-4260

大阪市 飛騨運輸株式会社　南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-5461

大阪市 株式会社桜ノ宮興起　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東５－２－３８ 06-6612-0338

大阪市 株式会社大成運輸　南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－４７　６０１

号
06-6569-2555

大阪市 株式会社日本トランスネット　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６－９ 06-6616-6000

大阪市 コーナン物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６番９号 06-6616-6400

大阪市 梶原運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東９丁目２－３１ 06-6613-5858

大阪市 日通トランスポート株式会社　大阪南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０ 06-6612-7027
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大阪市 三信運輸株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９ 06-6613-6613

大阪市 内畑運送株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２ 06-6612-2255

大阪市 日本運送株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号 06-6612-2130

大阪市 株式会社ランテック　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東８丁目３番２２号 06-6612-4181

大阪市 東和海陸運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８ 06-6613-7447

大阪市 四国名鉄運輸株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-2051

大阪市 丸一運輸株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東９丁目４番３６号 06-6613-2575

大阪市 日本通運株式会社　南港航空貨物センター 大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－１１５ 06-6612-7694

大阪市 新潟運輸株式会社　大阪南港支店
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８（大阪南

港トラックターミナル第３棟西）
06-6615-1500

大阪市 丸和運送株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港南１丁目２番１６０号 06-6613-3499

大阪市 フェリックス物流株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２丁目２番 06-6613-2424

大阪市 アチハ株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中１丁目１番６７号 06-6612-0001

大阪市 日本通運株式会社　大阪コンテナ輸送課 大阪府大阪市住之江区南港中８丁目７－２１ 06-4395-3800

大阪市 大阪尼高運輸株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港中６丁目４番５８号 06-6614-1000

大阪市 株式会社マキタ運輸　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港北３丁目２－８０ 06-4703-2700

大阪市 株式会社泉北商運　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港北３丁目２－８０号 06-6654-4500

大阪市 日正運輸株式会社　大阪営業所
大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＩ

ＴＭ棟５Ｆ
06-6654-7744

大阪市 日本郵便株式会社　住之江郵便局 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２－１８ 06-6682-3100

大東市 株式会社近貨　中央営業所 大阪府大東市中垣内５丁目４番１号 072-869-2010

大東市 摂津倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大東市南新田１丁目３番１３号 072-870-7055

大東市 アートコーポレーション株式会社　東大阪支店 大阪府大東市泉町２－１４－１１ 072-874-0123

大東市 株式会社ソニア物流　大阪 大阪府大東市御供田５丁目７－１１ 072-812-2945

大東市 株式会社東海ロジテム　大阪物流センター 大阪府大東市諸福７－４－４７ 072-875-2851

大東市 ヤマト運輸株式会社　大東支店 大阪府大東市太子田３－２６ 080-5045-1273

大東市 株式会社オーティーロジサービス　本社 大阪府大東市新田北町４番５０号 072-873-1234

大東市 株式会社桜コーポレーション　本社営業所 大阪府大東市新田中町３－１ 072-889-1112

大東市 株式会社大東運送　大阪営業所 大阪府大東市新田西町８９番１ 072-870-2800

大東市 三倉運輸株式会社　大阪 大阪府大東市氷野３－１３－１５ 072-875-3807

大東市 大信相互運輸株式会社　本社 大阪府大東市御領３－１４－２２ 072-889-7020

大東市 奄美コーポレーション株式会社　本社 大阪府大東市三箇６－１－８ 072-871-1828

池田市 大阪航空燃料輸送株式会社　大阪営業所 大阪府池田市豊島南２－２２２－１ 072-762-1925

池田市 豊能運送株式会社　池田営業所 大阪府池田市豊島北１－５５８－１ 072-761-1061

東大阪市 飛騨運輸株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市楠根３－６５ 06-6745-1731
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東大阪市 株式会社北浜システム運輸　東大阪営業所 大阪府東大阪市楠根１丁目４－１３ 06-6746-2201

東大阪市 クレハ運輸トラック株式会社　大阪センター 大阪府東大阪市楠根１－６－３ 06-6744-9871

東大阪市 浪速運送株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市長田西６丁目４番２０号 06-4309-3728

東大阪市 布施運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市御厨中２－１－３２ 06-6782-0056

東大阪市 株式会社片岡急配　本社 大阪府東大阪市高井田元町２－２９－１６ 06-6781-1844

東大阪市 村野運送株式会社　本店 大阪府東大阪市高井田元町１－１４－２２ 06-6781-0422

東大阪市 エイブル引越サービス株式会社　本社 大阪府東大阪市川俣１－３－８ 06-6781-0055

東大阪市 梅田運輸倉庫株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市高井田中１－２－２２ 070-1441-7023

東大阪市 株式会社優輪商事　本社営業所 大阪府東大阪市高井田西４丁目５番１８号 06-6224-3244

東大阪市 株式会社アサヒセキュリティ　大阪警送 大阪府東大阪市高井田西３丁目７－５ 06-6785-5286

東大阪市 有限会社光本運送　本社営業所 大阪府東大阪市大蓮東３丁目１３番１４号 06-6724-6522

東大阪市 日本郵便株式会社　布施郵便局 大阪府東大阪市永和２丁目３－５ 06-6729-3203

東大阪市 旭新運輸開発株式会社　加納営業所 大阪府東大阪市加納５丁目４番４１号 072-889-2441

東大阪市 株式会社ＹＴＲ　本社営業所 大阪府東大阪市加納５丁目５－３４ 072-889-5780

東大阪市 大阪トラック運送株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市加納５－１－２１ 072-871-8413

東大阪市 株式会社ＴＩＳＥ　本社 大阪府東大阪市加納６丁目１番３９号 072-960-4776

東大阪市 阪神山中運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市加納５丁目１５番２５号 072-871-1314

東大阪市 西濃運輸株式会社　河内支店 大阪府東大阪市加納１－１－８ 06-4802-3015

東大阪市 株式会社パワーウェイブ　本社 大阪府東大阪市川中６－３０ 072-966-6633

東大阪市 埼玉プロイコム株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市今米２－５－２８ 072-964-1515

東大阪市 弘豊運輸有限会社　本社営業所 大阪府東大阪市吉原２－７－７ 072-966-0501

東大阪市 株式会社ワンビシアーカイブズ　東大阪営業所 大阪府東大阪市吉原２丁目７番１９号 072-966-6708

東大阪市 近藤倉庫運輸株式会社　本店 大阪府東大阪市角田一丁目８番１１号 072-961-4607

東大阪市 中嶋物流有限会社　本社 大阪府東大阪市角田３丁目１０番８号 072-967-6060

東大阪市 ヨーコーサービス有限会社　本社 大阪府東大阪市箕輪２丁目２番２９号 072-964-1575

東大阪市 株式会社春名産業　本社営業所 大阪府東大阪市箕輪２丁目５番１９号 072-966-3202

東大阪市 株式会社千代田輸送　本社営業所 大阪府東大阪市箕輪２－４－１３ 072-966-5880

東大阪市 シナノライン株式会社　大阪 大阪府東大阪市水走３－９－１６ 072-963-3841

東大阪市 山田運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市水走１丁目１８番３６号 072-962-0800

東大阪市 引越革命株式会社　本社 大阪府東大阪市水走３－１０－３３ 072-968-2020

東大阪市 株式会社ヤマザキ物流　東大阪営業所 大阪府東大阪市水走５－９－４０ 072-960-0391

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪花園支店 大阪府東大阪市玉串町東１丁目５９２番５ 080-5081-5316

東大阪市 信和運輸倉庫株式会社　本社 大阪府東大阪市新庄東４番３１号 06-6747-8282

東大阪市 近物レックス株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１番４３号 06-6747-5631

東大阪市 日通トランスポート株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１－４３ 06-6745-7836
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東大阪市 名鉄運輸株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１－４３ 06-6747-6311

東大阪市 濃飛倉庫運輸株式会社　東大阪輸送センター営業所 大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号 06-6745-9011

東大阪市 トナミ運輸株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-6011

東大阪市 株式会社エスラインギフ　大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6744-3340

東大阪市 松岡満運輸株式会社　大阪支店
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０東大阪第１トラック

ターミナル
06-6747-5637

東大阪市 株式会社サンコー運輸　本社 大阪府東大阪市新庄４丁目１２番２４号 072-968-2071

東大阪市 ＳＡＮＷＡ・ＴＲＡＮＳ・ＮＥＴ株式会社　東大阪 大阪府東大阪市新庄４丁目１２－２４ 072-962-7761

東大阪市 有限会社トラストライン　東大阪営業所 大阪府東大阪市新庄４－４－２５ 072-960-0905

東大阪市 和興運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市新庄１丁目１３番１５号 06-6746-8585

東大阪市 福山通運株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市新庄４丁目１番５号 072-963-3000

東大阪市 柴又運輸株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３－９－５ 06-6748-9700

東大阪市 株式会社エイチアンドエム　本社営業所 大阪府東大阪市三島１丁目６番６号 072-924-8088

東大阪市 株式会社グリーンライズ　本社営業所 大阪府東大阪市東鴻池町５丁目６番５６号 072-965-7103

東大阪市 大阪サンヱー物流株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市東鴻池町３－２ 072-960-7810

東大阪市 叶運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市吉田本町１－７－３６ 072-965-5061

東大阪市 佐川急便株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市菱江３－１５－６０ 072-962-3399

東大阪市 株式会社ヤマヒロ運輸　本店営業所 大阪府東大阪市菱江３丁目６番２号 072-980-3980

東大阪市 築山運送株式会社　本店営業所 大阪府東大阪市中石切町６－４－２３ 072-986-4005

東大阪市 西田運送株式会社　本社 大阪府東大阪市宝町３番１１号 072-981-5287

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪宝町支店 大阪府東大阪市宝町２３番５３号 080-5045-1176

東大阪市 川口運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市横小路町５－７－３５ 072-987-1125

東大阪市 一宮運輸株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市池島町８－１－４５ 072-981-1308

藤井寺市 岡山県貨物運送株式会社　阪南営業所 大阪府藤井寺市惣社１－１２－３ 072-955-4861

柏原市 日本物流倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府柏原市国分東条町４３１３ 072-977-8880

柏原市 長崎吉田海運株式会社　大阪営業所 大阪府柏原市玉手町２３番５号ドリーム松村４０６号 072-977-5565

八尾市 中馬運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市高美町１－４－３７ 072-922-3571

八尾市 株式会社常陸　大阪
大阪府八尾市若林町３丁目１１６八尾南ピュアハイツ２

０１
06-6706-2955

八尾市 日本商運株式会社　本社 大阪府八尾市青山町１丁目６番５号 072-992-9767

八尾市 植村運送株式会社　本社 大阪府八尾市安中町６丁目１番１１号 072-922-5246

八尾市 河内商事株式会社　本社営業所 大阪府八尾市東老原１丁目１２番地 072-991-0631

八尾市 株式会社大通　八尾 大阪府八尾市西弓削２丁目２０３番地 072-948-0840

八尾市 親和運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号 072-925-0051

八尾市 日本郵便株式会社　八尾郵便局 大阪府八尾市陽光園１丁目５－５ 072-924-8583
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八尾市 近畿配送サービス株式会社　八尾センター営業所 大阪府八尾市南亀井町５－２－２８ 072-922-6300

八尾市 枚方運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市弓削町南２丁目１１番 072-920-5488

八尾市 大阪センコー運輸株式会社　八尾営業所 大阪府八尾市泉町２丁目５８ 072-995-1101

八尾市 ダイセーエブリー二十四株式会社　南大阪センター 大阪府八尾市太田新町３丁目１７４－１ 0729-20-3881

八尾市 八尾物流サービス株式会社　本社営業所 大阪府八尾市老原９－２５ 072-993-0002

八尾市 福塚運送株式会社　本社 大阪府八尾市志紀町南１－１３２ 072-949-4646

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾支店 大阪府八尾市太子堂１－１－３ 080-5045-1220

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾東支店 大阪府八尾市神宮寺４－４９ 080-5045-1206

八尾市 辻運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市楠根町５丁目２５ 072-923-0281

八尾市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　八尾物流センター 大阪府八尾市神武町２－２４ 072-990-2002

富田林市 株式会社アクティブ　大阪営業所 大阪府富田林市喜志町５丁目８－１４－４０１ 0721-26-7001

富田林市 東信梱包株式会社　大阪 大阪府富田林市若松町東２丁目８－１ 0721-68-7588

富田林市 福山通運株式会社　富田林営業所 大阪府富田林市若松町東一丁目３－１５ 0721-20-5700

豊中市 ＴＳネットワーク株式会社　大阪支店 大阪府豊中市箕輪３－７－１０ 06-6844-3451

豊中市 アートコーポレーション株式会社　北大阪支店 大阪府豊中市箕輪３－７－１ 06-6843-0123

豊中市 株式会社リクサスカーゴ　大阪営業所 大阪府豊中市箕輪３丁目７－１５ 06-4866-5101

豊中市 株式会社クーバルＣ３　豊中第三営業所 大阪府豊中市原田南２－２－１３ 070-5500-4016

豊中市 明石運送株式会社　本社 大阪府豊中市浜３－２１－３ 06-6331-1688

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中東支店 大阪府豊中市浜２－５６３－１，５６４－４ 06-6334-8183

豊中市 大東陸運株式会社　本社営業所 大阪府豊中市庄内幸町５丁目１９番２２号 06-6499-7022

豊中市 愛知ミタカ運輸株式会社　大阪営業所 大阪府豊中市庄内宝町３－１１－２２ 06-6334-4774

豊中市 株式会社テイソウ物流サービス　大阪営業所
大阪府豊中市稲津町２丁目１－２３エル・アイ・エス豊

中稲津ビル４０２号室
06-6865-1717

豊中市 日通関西物流株式会社　豊中物流センター 大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号 06-4300-4092

豊中市 日本通運株式会社　大阪空港貨物センター 大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号 06-4300-4070

豊中市 日本通運株式会社　豊中事業所 大阪府豊中市服部西町５－１８－１ 06-6862-1424

豊中市 日本郵便株式会社　豊中南郵便局 大阪府豊中市穂積２丁目２番８号 06-6862-3300

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中南支店 大阪府豊中市利倉３丁目８１番２ 06-6866-5390

枚方市 渥美運輸株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市春日西町１－２７－１ 072-858-1200

枚方市 近畿商運株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市中宮大池２－２４０１ 072-847-5317

枚方市 浅田運輸有限会社　本社営業所 大阪府枚方市堂山２－８－１ 072-840-1538

枚方市 株式会社公益社　枚方営業所 大阪府枚方市山之上東町１－１ 072-846-8011

枚方市 興亜運送株式会社　本社営業所 大阪府枚方市南中振１－１０－２３ 072-832-4480

枚方市 篠崎運輸株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市長尾家具町１丁目８－４ 072-864-0369

枚方市 日祥運輸倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市長尾家具町２－１１－２ 072-836-2140
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枚方市 大阪サンヱー物流株式会社　本社営業所 大阪府枚方市長尾家具町２－１－１ 072-855-3008

枚方市 岡山県貨物運送株式会社　枚方支店 大阪府枚方市尊延寺９４４－１ 072-896-0331

枚方市 株式会社宮田運輸　枚方営業所 大阪府枚方市春日野１丁目１１番１０号 072-897-3121

枚方市 株式会社宮田運輸　共配事業所 大阪府枚方市春日西町１丁目１０番１号 072-859-5505

枚方市 北攝陸運株式会社　本社 大阪府枚方市長尾元町１－１－１０ 072-857-7260

枚方市 株式会社流通サービス　枚方営業所 大阪府枚方市招提田近３－１１ 072-864-6900

枚方市 大興運輸株式会社　大阪支店 大阪府枚方市招提田近３－２３ 072-857-6699

枚方市 栄運輸工業株式会社　枚方支店 大阪府枚方市上野３丁目１番１号 072-848-5252

箕面市 掛谷運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府箕面市小野原東１－４－３４ 072-729-2196

箕面市 稲野運輸株式会社　本社 大阪府箕面市小野原西１－１－２ 072-729-2097

箕面市 ヤマト運輸株式会社　箕面船場支店 大阪府箕面市船場東２－８－２１ 080-5045-1354

箕面市
株式会社エリモロジスティクス　株式会社エリモロジス

ティクス
大阪府箕面市船場西２丁目２番１号 072-729-2261

門真市 株式会社ユーエムロジ　門真営業所 大阪府門真市岸和田１丁目６番１６号 072-884-4851

門真市 門真陸運株式会社　本社 大阪府門真市北岸和田２丁目３－１４ 072-883-2400

門真市 名鉄運輸株式会社　門真支店 大阪府門真市北岸和田２－１０－２０ 072-881-3441

門真市 互幸運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市江端町７－１０ 072-882-6851

門真市 株式会社エー・アイ・コーポレーション　本社営業所 大阪府門真市江端町７番１０号 072-887-7881

門真市 京橋運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市三ツ島２丁目２３－１１ 072-887-0200

門真市 株式会社丸三運輸　本社 大阪府門真市三ツ島５丁目２０－９ 072-882-3833

門真市 大阪近交運輸倉庫株式会社　本社 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号 072-882-9100

門真市 滋賀近交運輸倉庫株式会社　大阪支店 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号 072-885-0330

門真市 株式会社シンコーエキスプレス　本社 大阪府門真市大字打越４９５－１ 072-883-0061

門真市 大阪センコー運輸株式会社　寝屋川 大阪府門真市島頭３丁目２３－３４ 072-887-7171

門真市
ＪａｐａｎＡｉｎａＥｘｐｒｅｓｓ有限会社　本社営業

所
大阪府門真市四宮２丁目１０番１５号 072-800-3600

門真市 ヤマト運輸株式会社　寝屋川南支店 大阪府門真市四宮２丁目２番２４号 080-5045-1287

門真市 東來運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市四宮５丁目３番３３号 072-887-7115

門真市 日新冷凍運輸株式会社　大阪営業所 大阪府門真市北島東町１－７ 072-800-6240

門真市 大和物流株式会社　門真支店 大阪府門真市大字桑才町１番３９号 072-842-5011

門真市 西光運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市殿島町２０－１０ 06-6906-1140

門真市 豊龍運輸有限会社　本社営業所 大阪府門真市下島町２１－９ 072-883-2889

和泉市 株式会社太伸エキスプレス　本社営業所 大阪府和泉市伯太町１丁目６番７号 0725-40-0881

和泉市 佐川急便株式会社　南大阪営業所 大阪府和泉市伏屋町５丁目６－９ 0570-01-0127

和泉市 三林運送株式会社　本社 大阪府和泉市池田下町２９１２番地１ 0725-55-0600
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和泉市 株式会社サザン　南大阪営業所 大阪府和泉市寺門町１－１－６ 0725-51-3315

和泉市 石下運輸株式会社　大阪南支店営業所 大阪府和泉市浦田町２３４－１ 0725-51-0253

和泉市 有限会社新生物流サービス　本社営業所 大阪府和泉市三林町１０６１－１ 0725-55-7911

和泉市 山陽自動車運送株式会社　大阪南 大阪府和泉市国分町１５９８番３９ 0725-90-2310

和泉市 新興物流株式会社　本社営業所 大阪府和泉市春木川町３４番地の２ 0725-53-5711

和泉市 松岡満運輸株式会社　南大阪支店 大阪府和泉市テクノステージ３丁目５－１０ 0725-54-0111

泉北郡 小山運送株式会社　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３丁目１０番３１号 0725-58-6581

泉北郡 ジャパンパレック株式会社　忠岡営業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３－１５５１－１ 0725-21-3525

泉北郡 関西名鉄運輸株式会社　大阪支店 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番４号 072-438-6484

南河内郡 有限会社サクセス　本社 大阪府南河内郡太子町大字春日１６－４ 0721-98-6080

南河内郡 八光海運株式会社　本社営業所 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１ 0721-93-2222
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