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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）

橿原市 やまと運輸株式会社　橿原営業所 奈良県橿原市出合町４５番地 0744-24-3735

橿原市 ヤマト運輸株式会社　橿原支店 奈良県橿原市四分町９９－１ 080-5044-7311

橿原市 森田運送株式会社　本社営業所 奈良県橿原市四条町２７８－５ 0744-48-0880

橿原市 株式会社川本カーゴ　本社営業所 奈良県橿原市一町１４８－５ 0744-27-0010

橿原市 八木日進運送株式会社　本社営業所 奈良県橿原市忌部町１８０ 0744-22-1980

橿原市 株式会社メンテナンス・コシバ　本社営業所 奈良県橿原市飯高町１９０番地４ 0744-25-4118

葛城市 ヤマト運輸株式会社　香芝支店 奈良県葛城市加守字堂ヶ谷１３６５－４ 080-5044-7422

葛城市 近畿福山通運株式会社　新庄営業所 奈良県葛城市西室１２５－１、１２６ 0745-69-4545

葛城市 ヤマト運輸株式会社　大和高田支店 奈良県葛城市北花内口ノ町６２１－２ 080-5044-7524

葛城市 株式会社コダマサービス　大阪営業所 奈良県葛城市新村字差込田３７０ 0745-65-1022

葛城市 谷口運輸株式会社　本社営業所 奈良県葛城市葛木９６－２ 0745-69-6255

五條市 日本郵便株式会社　五條郵便局 奈良県五條市須恵３丁目８番３０号 0747-22-3750

御所市 前田自動車株式会社　本社営業所 奈良県御所市茅原３１－１，３１－３ 0745-62-8414

御所市 池田昌義　本店営業所 奈良県御所市大字柏原３９０－３ 0745-62-1039

御所市 佐川急便株式会社　御所営業所 奈良県御所市大字城山台１６６番２４ 0745-66-2011

御所市 上村運輸株式会社　本社 奈良県御所市大字室５８６－１ 0745-62-1064

御所市 株式会社森本毎乳舎　本社営業所 奈良県御所市大字朝妻４４９ 0745-66-0124

桜井市 ヤマト運輸株式会社　桜井支店 奈良県桜井市大字外山１３００－１，２ 080-5044-7495

桜井市 有限会社三晃運輸　本社 奈良県桜井市大字橋本９７－１ 0744-43-7983

桜井市 株式会社やまのべ　本社営業所 奈良県桜井市安倍木材団地２丁目４－２７ 0744-42-1271

生駒市 ヤマト運輸株式会社　学研支店 奈良県生駒市南田原町２２０、２１５－１ 080-5044-7562

生駒市 アキタ株式会社　奈良営業所 奈良県生駒市北田原町１６０８ 0743-85-7083

生駒市 ヤマト運輸株式会社　生駒支店
奈良県生駒市小明町１５２６－３，４，１５２７－１，

１５２８－２
080-5044-7384

大和郡山市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　八尾物流センター奈良出張所 奈良県大和郡山市池沢町３２１－２７ 0743-57-6107

大和郡山市 生駒電子物流株式会社　本社営業所 奈良県大和郡山市額田部北町１２４７－１ 0743-58-3338

大和郡山市 近畿福山通運株式会社　奈良支店
奈良県大和郡山市椎木町７６１－２、７５３－３、西町

１１９－３、額田部北町１０００－２
0743-23-0292

大和郡山市 吉川運輸株式会社　本社営業所 奈良県大和郡山市小泉町１３７０番地の１ 0743-53-6000

大和郡山市 佐川急便株式会社　奈良営業所 奈良県大和郡山市下三橋町西蓮１３０－１ 0743-53-2222

大和郡山市 奈良三笠運輸株式会社　大和郡山営業所 奈良県大和郡山市白土町７８番地１ 0763-59-3620

大和郡山市 近物レックス株式会社　奈良支店 奈良県大和郡山市横田町字ヤブレバシ１０１－１ 0743-59-1071

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（奈良県）
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大和郡山市 奈良センコー物流株式会社　奈良営業所 奈良県大和郡山市横田町１４１－１ 0743-56-9572

大和郡山市 愛知ミタカ運輸株式会社　奈良営業所 奈良県大和郡山市馬司町字縄手９３８－１ 0743-56-1863

大和郡山市 日本郵便株式会社　大和郡山郵便局 奈良県大和郡山市杉町２５０－３ 0743-56-5202

大和高田市 芝野運輸倉庫株式会社　本社営業所 奈良県大和高田市大字出２１１－１ 0745-22-1616

天理市 奈相流通株式会社　本社営業所 奈良県天理市檪本町３２００番地 0743-65-1555

天理市 日本通運株式会社　奈良事業所自動車営業課 奈良県天理市蔵之庄町１８０－１ 0743-65-2592

天理市 株式会社山口商事　本社営業所 奈良県天理市岸田町５９５－６ 0743-67-3797

天理市 株式会社日硝ハイウエー　奈良営業所 奈良県天理市西長柄町６９２ 0743-67-7050

天理市 ヤマト運輸株式会社　天理支店 奈良県天理市西長柄町４４７ 080-5044-7398

天理市 佐川急便株式会社　天理営業所 奈良県天理市西長柄町７０５番地 0743-67-3366

天理市 原口運輸商事株式会社　本社営業所 奈良県天理市南六条町１２２－１ 0743-64-1383

奈良市 富士運輸株式会社　奈良支店 奈良県奈良市北之庄町７２３－１３ 0742-61-7036

奈良市 アートコーポレーション株式会社　奈良
奈良県奈良市三条大路１丁目１０番５０号協栄ビル２０

４
0742-34-0123

奈良市 株式会社新和託送　本社営業所 奈良県奈良市四条大路５丁目２０１番１７ 0742-62-0820

奈良市 森髙建設株式会社　本社営業所
奈良県奈良市柏木町３８３、奈良県奈良市八条町４６９

－１
0742-35-0988

奈良市 奈良郵便輸送株式会社　奈良営業所 奈良県奈良市七条町２－４、９－１、１０、１１ 0742-36-7161

奈良市 ヤマト運輸株式会社　奈良西ノ京支店 奈良県奈良市七条東町１７９－１ 080-5044-7550

奈良市 日本通運株式会社　南関西警送事業所奈良センター 奈良県奈良市三条本町２５６－３ 0742-23-2788

奈良市 株式会社都通　本社営業所 奈良県奈良市窪之庄町６８番地 0742-95-5757

奈良市 ヤマト運輸株式会社　奈良北之庄支店 奈良県奈良市北ノ庄西町１－７－１１，１２，１３ 080-5044-7479

奈良市 日本郵便株式会社　奈良中央郵便局 奈良県奈良市大宮町５丁目３番３号 0742-35-1739

奈良市 ヤマト運輸株式会社　奈良平城支店 奈良県奈良市秋篠町字平田９３－１ 080-5044-7452

奈良市 阪急阪神エステート・サービス株式会社　奈良営業所 奈良県奈良市小倉町１１０２－１ 0743-84-0112

奈良市 奈良三笠運輸株式会社　本社営業所 奈良県奈良市針町４６１－１ 0743-84-0404

磯城郡 株式会社ＤＮＰロジスティクス　奈良事業所 奈良県磯城郡川西町大字唐院７１２－１０ 0745-44-1128

磯城郡 株式会社グリーンライズ　奈良営業所 奈良県磯城郡田原本町小阪８４－１ 0744-34-0019

磯城郡 日進運送株式会社　本社営業所 奈良県磯城郡田原本町大字大木３８１ 0744-33-1106

磯城郡 株式会社カドラスエクスプレス　本社営業所 奈良県磯城郡田原本町阪手６３０番地１０ 0745-49-0730

磯城郡 株式会社ＪＴＭ　阪手 奈良県磯城郡田原本町阪手６３０番地の１１ 0744-34-7830

磯城郡 株式会社ナンキライン　奈良 奈良県磯城郡田原本町西竹田４１－１ 072-637-1088

吉野郡 ヤマト運輸株式会社　十津川センター 奈良県吉野郡十津川村大字小原５６３番１、５６３番２ 0746-63-0415

吉野郡 株式会社大紀　大淀営業所 奈良県吉野郡大淀町大字芦原５８５－８ 0747-52-7700

吉野郡 ヤマト運輸株式会社　奈良吉野支店 奈良県吉野郡大淀町大字下淵３８４－１ 080-5098-1106
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生駒郡 ヤマモト運送株式会社　本社営業所 奈良県生駒郡斑鳩町興留５丁目１番３０－３１０号 0745-56-2212

北葛城郡 乾重量株式会社　本社営業所 奈良県北葛城郡広陵町大字大場９１番地３ 0745-56-5999

北葛城郡 水間急配株式会社　奈良営業所 奈良県北葛城郡広陵町大字大場１１２番地４ 0745-56-2400

北葛城郡 ヤマト運輸株式会社　北葛城支店 奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天字２ノ坪１４４－１ 080-5044-7586

北葛城郡 株式会社愛和　本社営業所 奈良県北葛城郡王寺町畠田４丁目３７４－１ 0745-32-1110

北葛城郡 誠運輸株式会社　本社営業所 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇４９－１ 0745-56-6035

北葛城郡 ヤマト運輸株式会社　上牧支店 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧２９８８－１ 080-5451-8700
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