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地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

札幌 岩見沢市 ヤマト運輸株式会社　岩見沢大和営業所 北海道岩見沢市大和４条４丁目１－１０ 080-6699-0376

札幌 岩見沢市 株式会社道央通商　本社営業所 北海道岩見沢市２条東１３丁目３番地、４番地 0126-23-3584

札幌 恵庭市 株式会社辰和運輸　本社 北海道恵庭市北柏木町５丁目２－１ 0123-33-5273

札幌 恵庭市 ユート運輸倉庫株式会社　恵庭 北海道恵庭市戸磯４７番地９ 090-7058-6877

札幌 恵庭市 株式会社柏運輸　本社営業所 北海道恵庭市柏木町２丁目２番４４号 0123-33-5228

札幌 恵庭市 テーオー運輸株式会社　札幌本社営業所 北海道恵庭市北柏木町３－７４－１ 0123-32-1111

札幌 恵庭市 株式会社米澤通商　札幌支店 北海道恵庭市戸磯６０４番地２ 0123-35-1818

札幌 恵庭市 ヤマト運輸株式会社　恵庭営業所 北海道恵庭市恵南３番地１ 080-5018-3000

札幌 恵庭市 札幌牛乳運輸株式会社　本社営業所 北海道恵庭市戸磯７６－７ 0123-33-8995

札幌 恵庭市 株式会社アポロライン　本社営業所 北海道恵庭市戸磯５９５－１２ 0123-39-2020

札幌 江別市 北海道車輛運送株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町２５－１２ 011-381-1447

札幌 江別市 株式会社北海運輸　札幌営業所 北海道江別市工栄町５番７号 011-381-0400

札幌 江別市 株式会社北海物流サービス　江別営業所 北海道江別市角山６８－１４ 011-384-8911

札幌 江別市 ユート運輸倉庫株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町１９番地７ 011-382-2330

札幌 砂川市 丸一運輸株式会社　本社営業所 北海道砂川市西２条北２２－１－１ 0125-53-3131

札幌 砂川市 株式会社北海道日新　砂川営業所 北海道砂川市豊沼町１－１８ 0125-54-1977

札幌 砂川市 三東商事株式会社　本社営業所 北海道砂川市豊沼町１－１０ 0125-54-1311

札幌 札幌市 セントラル物流株式会社　本社営業所 北海道札幌市北区新川４条１８丁目６－７ 011-788-2305

札幌 札幌市 Ｍ・Ｙエクスプレス株式会社　本社 北海道札幌市東区中沼３条１丁目３－３ 011-790-5575

札幌 札幌市 セイコウロジックス株式会社　本社営業所 北海道札幌市北区拓北２条３丁目２番１４号 011-214-1167

札幌 札幌市 株式会社ライド輸送　本社営業所 北海道札幌市北区拓北５条３丁目１０番２２号 011-790-8682

札幌 札幌市 共友運送株式会社　本社 北海道札幌市東区北３８条東１０丁目３－８ 011-751-5230

札幌 札幌市 佐川急便株式会社　札幌東営業所 北海道札幌市東区東雁来５条１－４－１ 011-785-3333

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌東営業所 北海道札幌市白石区米里３条２丁目２番１ 011-879-5075

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌西 北海道札幌市中央区北１３条西１８－１－８ 011-642-0765

札幌 札幌市 株式会社丸運路線共同センター　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番３０号 011-861-3151

札幌 札幌市 有限会社共同物流　本社 北海道札幌市東区中沼町７８番地９３ 011-792-2244

札幌 札幌市 株式会社Ｓ・Ｋクリエーション　本社 北海道札幌市白石区北郷９条９丁目２－１４ 011-876-0895

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　道央札幌郵便局 北海道札幌市東区東雁来８条３丁目２－１ 011-769-9019

札幌 札幌市 株式会社ブライトエクスプレス　本社 北海道札幌市白石区米里５条１丁目４番８号 011-879-1810

札幌 札幌市 株式会社富田物流　札幌 北海道札幌市白石区流通センター１丁目１１番１７号 011-595-8703

札幌 札幌市 ホッコウ物流株式会社　共配営業所 北海道札幌市白石区米里５条２丁目６番１号 011-875-6660

札幌 札幌市 株式会社トッキュウ・ロジ　札幌東営業所 北海道札幌市白石区米里５条２丁目２－２ 011-826-6655

札幌 札幌市 株式会社オリタ物流　大谷地営業所 北海道札幌市白石区流通センター７丁目１－４０ 011-890-6600

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（北海道）

1／10　ページ



地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

札幌 札幌市 明和工業株式会社　本社営業所 北海道札幌市南区南沢５条４丁目７－６ 011-571-2770

札幌 札幌市 札幌急行運送株式会社　本社 北海道札幌市中央区北１０条西１９丁目２番地６ 011-621-0068

札幌 札幌市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　札幌西航空 北海道札幌市西区発寒１５条１４丁目４－１ 011-668-5630

札幌 札幌市 株式会社Ｔ’ｓＧｒｏｕｐ　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似１０条４丁目１０番１号 011-299-9197

札幌 札幌市 株式会社札幌紙流通センター　本社 北海道札幌市西区発寒９条１４丁目５１６番地４ 011-662-3177

札幌 札幌市 北海道福山通運株式会社　本社 北海道札幌市東区東苗穂４条３丁目２－１８ 011-784-2989

札幌 札幌市 有限会社北海道アロー運輸　本社営業所 北海道札幌市白石区米里１条２丁目７－１８ 011-873-2201

札幌 札幌市 伊勢運輸株式会社　白石営業所 北海道札幌市白石区北郷４条８丁目４－３ 080-8627-7333

札幌 札幌市 株式会社引越社　札幌支店 北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目３番３３号 011-896-6570

札幌 札幌市 株式会社ベストライン　本社営業所 北海道札幌市白石区南郷通１丁目南９－７ 011-867-0547

札幌 札幌市 大斗運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－２－３３ 011-861-1101

札幌 札幌市 株式会社新星流通サービス　本社営業所 北海道札幌市西区発寒十五条四丁目１０番１６号 011-676-6965

札幌 札幌市 株式会社キャリーハンズ　本社営業所 北海道札幌市東区東苗穂５条１丁目６番１号 011-783-1533

札幌 札幌市 広野運輸株式会社　厚別営業所 北海道札幌市厚別区厚別中央５条１丁目３－２５ 011-375-6581

札幌 札幌市 株式会社広信工業　本社 北海道札幌市東区東苗穂８条１丁目７番１６号 011-783-0729

札幌 札幌市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　札幌東航空 北海道札幌市清田区里塚２条４丁目２－２７ 011-889-2250

札幌 札幌市 有限会社幌南運輸　本社営業所 北海道札幌市北区篠路４条７丁目１－１７ 011-771-6611

札幌 札幌市 参商輸送株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区米里２条４丁目７－２５ 011-874-3313

札幌 札幌市 株式会社工藤商事　札幌営業所 北海道札幌市白石区流通センター２丁目２－１ 011-876-8596

札幌 札幌市 名藤株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区菊水元町９条１丁目１５番２６号 011-872-2734

札幌 札幌市 株式会社誠和運輸　本社 北海道札幌市東区中沼西１条１丁目８番１０号 011-792-2886

札幌 札幌市 有限会社青帽　本社 北海道札幌市白石区流通センター２丁目２番１号 011-595-7740

札幌 札幌市 札幌軽量急送株式会社　雁来営業所
北海道札幌市白石区米里１条２丁目４番２８号　ＫＯＥＩ　

ＢＬＤⅡ　１Ｆ
011-771-3322

札幌 札幌市 真昇建設株式会社　本社営業所 北海道札幌市北区新川２条１３－６－１９ 011-761-1686

札幌 札幌市 株式会社サカイ引越センター　札幌北支社 北海道札幌市白石区本通２０丁目南１－３０ 011-861-1141

札幌 札幌市 大同運輸株式会社　苗穂営業所 北海道札幌市東区苗穂町１丁目２番１０号 011-741-6660

札幌 札幌市 株式会社大真運輸　北営業所 北海道札幌市北区百合が原６丁目１－８ 011-792-7687

札幌 札幌市 大立運輸株式会社　札幌営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－２－２１ 011-862-3330

札幌 札幌市 エムズメッセ株式会社　本社営業所 北海道札幌市清田区平岡３条３丁目３０番７号 011-884-0862

札幌 札幌市 共通運送株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区平和通１１丁目北６番１９号 011-862-8288

札幌 札幌市 日通札幌運輸株式会社　西営業所 北海道札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１号 011-641-7411

札幌 札幌市 日本フレートライナー株式会社　札幌営業所 北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－５０ 011-864-8094

札幌 札幌市 有限会社北海道家具運輸　本社営業所 北海道札幌市西区発寒８条９丁目３番３号 011-665-1251

札幌 札幌市 株式会社ロードリーム札幌　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町７８１番地３ 011-768-5177

札幌 札幌市 旭川通運株式会社　札幌営業所 北海道札幌市白石区流通センター３丁目１－３１ 011-827-8660

札幌 札幌市 株式会社サカイ引越センター　札幌支社 北海道札幌市西区西野２条９丁目５－２３ 011-676-1141
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札幌 札幌市 株式会社たまき運輸　本社営業所 北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目１４－２３ 011-790-5888

札幌 札幌市 株式会社札幌輸送サービス　本社営業所 北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目６－３０ 011-663-0770

札幌 札幌市 株式会社ベストユニティ　本社営業所 北海道札幌市手稲区曙１１条２丁目３－２０ 011-695-7200

札幌 札幌市 株式会社ルート　札幌営業所 北海道札幌市東区中沼西１条１丁目７番１号 011-776-6696

札幌 札幌市 株式会社北海道丸和ロジスティクス　札幌営業所 北海道札幌市東区北３７条東２８丁目５番１号 011-780-7890

札幌 札幌市 国際空輸株式会社　札幌支店 北海道札幌市豊平区美園１条３丁目３－１ 011-812-0232

札幌 札幌市 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　西営業所 北海道札幌市北区新川西三条１丁目１番１号 011-766-5131

札幌 札幌市 株式会社ホンダデポックス札幌センター　本社営業所 北海道札幌市白石区本通２０丁目北１－７８ 011-864-7111

札幌 札幌市 日本通運株式会社　新札幌物流事業所 北海道札幌市白石区流通センター７丁目５－１ 011-802-2843

札幌 札幌市 株式会社明販流通　本社営業所 北海道札幌市東区苗穂町１４丁目２－１ 011-748-7377

札幌 札幌市 北創運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町１１６１－１ 011-769-8512

札幌 札幌市 大友運送株式会社　大谷地流通センター営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－６－２２ 011-862-1161

札幌 札幌市 アヅマ石油荷役サービス株式会社　札幌営業所 北海道札幌市西区西野２条７丁目１－６ 011-662-4482

札幌 札幌市 佐川急便株式会社　北海道航空営業所 北海道札幌市白石区本通１８丁目北４－１ 011-863-2321

札幌 三笠市 北海道福山通運株式会社　三笠営業所 北海道三笠市岡山４４０－１３ 01267-4-5555

札幌 小樽市 株式会社シティー急送　本社 北海道小樽市銭函３丁目２６３－２６ 0134-64-7211

札幌 小樽市 共通商事株式会社　石狩営業所 北海道小樽市銭函５丁目６１番５号 0133-75-5611

札幌 小樽市 旭進運輸株式会社　本社営業所 北海道小樽市築港７－５ 0134-23-6284

札幌 小樽市 本間運輸株式会社　本社営業所 北海道小樽市朝里２－６－１５ 0134-54-3131

札幌 小樽市 北海定温運輸株式会社　石狩営業所 北海道小樽市銭函５－７１－６ 0133-75-2200

札幌 小樽市 有限会社ケイズジャパン　小樽営業所 北海道小樽市朝里川温泉１丁目７７７ 0134-54-0004

札幌 小樽市 有限会社石原運輸　本社営業所 北海道小樽市色内３丁目６番３１号 0134-21-2580

札幌 小樽市 有限会社エイチビーケーサービス　札幌営業所 北海道小樽市銭函５丁目６１番地９ 0133-76-1777

札幌 小樽市 アヅマ石油荷役サービス株式会社　小樽営業所 北海道小樽市手宮１丁目６－４ 0134-24-0341

札幌 小樽市 エア・ウォーター物流株式会社　小樽営業所 北海道小樽市オタモイ１丁目１２０－１０ 0134-26-1921

札幌 石狩市 株式会社エス・シー・ティ　札幌支店 北海道石狩市新港中央２丁目７６３番地９ 0133-76-6000

札幌 石狩市 株式会社北海道輸送サービス　本社営業所 北海道石狩市新港西１丁目７４２番地１５ 0133-74-6661

札幌 石狩市 藤井石油輸送株式会社　札幌営業所 北海道石狩市新港西１丁目７０３番地１１ 0133-62-9288

札幌 石狩市 三栄運輸株式会社　石狩営業所 北海道石狩市新港西１丁目７０２番地４－４ 011-376-8899

札幌 石狩市 株式会社ティー・エル・エス　新港南常温物流センター 北海道石狩市新港南２丁目７２５番地１ 0133-60-2626

札幌 石狩市 キャリー株式会社　石狩新港営業所 北海道石狩市新港西１－７０７－２ 0133-74-9241

札幌 石狩市 ＳＢＳフレックネット株式会社　石狩南 北海道石狩市新港西１丁目７０２－１８ 0133-77-6193

札幌 石狩市 株式会社アスカロジネット　本社営業所 北海道石狩市花川東２条３丁目１６番地 0133-72-2266

札幌 石狩市 早来工営株式会社　札幌支店 北海道石狩市新港中央３－７５０－６ 0133-64-1311

札幌 石狩市 株式会社道央通商旭川　札幌営業所 北海道石狩市新港西１丁目７００番１１ 0133-72-2100

札幌 石狩市 株式会社エネックス　北海道支店石狩営業所 北海道石狩市新港南２丁目３７２０－３ 0133-60-2011

札幌 石狩市 有限会社サクセス流通　本社 北海道石狩市新港西１丁目７０２番地１９ 011-771-7877
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札幌 石狩市 新和サービス株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港中央２丁目７２８番地１号 0133-77-5006

札幌 石狩市 株式会社食品急送　本社 北海道石狩市新港西３丁目７０２－１０ 0133-75-1717

札幌 石狩市 エア・ウォーター物流株式会社　石狩流通センター 北海道石狩市新港西２丁目７７９番地 0133-72-6333

札幌 石狩市 八潮運輸株式会社　札幌支店 北海道石狩市新港西３丁目７０１－６ 0133-72-7570

札幌 石狩市 株式会社ロジエンス北海道　本社営業所 北海道石狩市新港西３丁目７６７番３ 0133-76-2266

札幌 石狩市 北海丸善運輸株式会社　本社 北海道石狩市新港西１－７６５－２ 0133-74-2475

札幌 石狩市 株式会社北海道丸和ロジスティクス　石狩営業所 北海道石狩市新港南２丁目７１８番地２ 0133-64-3001

札幌 石狩市 ニットー物流株式会社　本社営業所 北海道石狩市新港西１丁目７３３番地８ 0133-72-2210

札幌 石狩市 エア・ウォーター物流株式会社　石狩ガス営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７９ 0133-74-7811

札幌 赤平市 株式会社道央通商　北空知 北海道赤平市共和町１９９番地２２ 0125-33-7662

札幌 千歳市 ヤマト運輸株式会社　千歳営業所 北海道千歳市平和１３８８－１６ 0123-46-6587

札幌 千歳市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　北海道貨物セン

ター
北海道千歳市泉沢１００７番地１７０ 0123-28-6211

札幌 千歳市 ヤマト運輸株式会社　千歳旭ヶ丘営業所 北海道千歳市流通２丁目３－１０ 080-5451-8588

札幌 千歳市 名藤株式会社　千歳営業所 北海道千歳市春日町１丁目１－１３ 0123-26-2127

札幌 千歳市 ＨＩＫＡＲＩ・トランス株式会社　本社 北海道千歳市上長都１１６０番地４０ 0123-40-7770

札幌 千歳市 株式会社トランシス　本社 北海道千歳市泉沢１００７番地１８４ 0123-28-5000

札幌 千歳市 マルハチ急行株式会社　札幌営業所 北海道千歳市上長都１０３９番地２５ 0123-40-0800

札幌 滝川市 滝川自動車運輸株式会社　本社 北海道滝川市流通団地２－３－１３ 0125-22-1122

札幌 滝川市 滝川通運株式会社　本社 北海道滝川市流通団地２丁目４番３７号 0125-23-3200

札幌 美唄市 対馬運送株式会社　本社営業所 北海道美唄市字美唄１３９４番地１４ 0126-63-4131

札幌 美唄市 ヤマト運輸株式会社　美唄営業所 北海道美唄市字美唄１２１０－７ 080-5044-1553

札幌 北広島市 株式会社リーブ　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地３丁目４－１ 011-370-5181

札幌 北広島市 札幌新聞輸送株式会社　大曲 北海道北広島市大曲工業団地８丁目２番３号 011-370-3900

札幌 北広島市 共進運輸株式会社　札幌 北海道北広島市輪厚中央１丁目１－１３ 011-377-8876

札幌 北広島市 北方運輸建設株式会社　北広島 北海道北広島市大曲工業団地３丁目４番地１ 011-377-2888

札幌 北広島市 株式会社トッキュウ　札幌営業所 北海道北広島市大曲工業団地３丁目５－３ 011-377-2331

札幌 北広島市 株式会社中央馬匹輸送　本社 北海道北広島市大曲並木２丁目２－７ 0123-34-5050

札幌 北広島市 株式会社三和重機　本社営業所 北海道北広島市西の里３２２番地６ 011-375-4444

札幌 北広島市 株式会社北海道丸和ロジスティクス　北広島営業所 北海道北広島市大曲工業団地２丁目６－１ 011-398-5062

札幌 北広島市 大丸北海道陸送株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲２－６ 011-377-7788

札幌 北広島市 北海道ミツウロコ株式会社　北広島事業所 北海道北広島市共栄２３番地 011-372-3305

札幌 北広島市 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　南営業所 北海道北広島市大曲工業団地２丁目５－６ 011-377-8195

札幌 北広島市 ノーストランス株式会社　札幌営業所 北海道北広島市大曲並木１丁目３番地１ 011-377-1451

札幌 北広島市 株式会社ネクスト　北海道支店 北海道北広島市大曲工業団地５丁目３番地２ 011-310-5250

札幌 北広島市 石油輸送株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地６－３－４ 011-377-6543

札幌 北広島市 株式会社新聞協同運輸　札幌営業所 北海道北広島市大曲幸町５丁目１番地１ 011-807-0710
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札幌 虻田郡 後志建設工業株式会社　本社営業所 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５番地３５ 0136-33-2134

札幌 虻田郡 松岡満運輸株式会社　倶知安営業所 北海道虻田郡倶知安町南３条東４丁目５－８ 0136-23-4311

札幌 岩内郡 有限会社宮丘運輸　本社営業所 北海道岩内郡共和町梨野舞納２４９番地７ 0135-62-6214

札幌 空知郡 株式会社Ｈ．Ｆ．Ｔ　南幌営業所 北海道空知郡南幌町８１番地１ 011-556-1599

札幌 空知郡 有限会社梅澤興業　本社 北海道空知郡奈井江町字茶志内１７７９番地１５ 0125-65-2192

札幌 空知郡 中央建設運輸株式会社　本社営業所 北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ１００１－１０ 0125-65-5322

札幌 寿都郡 ヤマト運輸株式会社　北海道寿都営業所 北海道寿都郡寿都町字新栄町１６８－２ 080-5045-0555

札幌 石狩郡 丸北建設運輸株式会社　本社営業所 北海道石狩郡当別町対雁３２番地１８・２０ 0133-23-2636

札幌 夕張郡 株式会社イーアールテック　本社営業所 北海道夕張郡長沼町木詰１２１７番地 0123-82-1831

札幌 夕張郡 日豊運輸株式会社　本社営業所 北海道夕張郡長沼町東１線北１５ 0123-89-2021

旭川 旭川市 株式会社富田物流　旭川営業所 北海道旭川市永山北１条７丁目３４番地 0166-74-4352

旭川 旭川市 株式会社トラスポ旭川　本社営業所 北海道旭川市永山北１条９丁目２５番８の２ 0166-46-2200

旭川 旭川市 旭川運送株式会社　本社営業所 北海道旭川市流通団地四条５丁目３１－１ 0166-48-5848

旭川 旭川市 旭新運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市東鷹栖４線１０号４－１０ 0166-58-7171

旭川 旭川市 空間倉庫輸送株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山２条１６丁目５－５ 0166-74-5428

旭川 旭川市 三和物流サービス株式会社　旭川営業所 北海道旭川市工業団地４条１丁目１－３２ 080-4651-9392

旭川 旭川市 共通運送株式会社　旭川営業所 北海道旭川市台場１条５丁目１１０番２ 0166-61-1151

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川東営業所
北海道旭川市豊岡４条６丁目１７５－４４・４６・１６

９・１７４
080-5044-1838

旭川 旭川市 有限会社丸千急送　本社営業所 北海道旭川市永山北２条９丁目３－２ 0166-73-8507

旭川 旭川市 株式会社旭川物流　本社営業所 北海道旭川市工業団地５条３丁目２－１２ 0166-36-3939

旭川 旭川市 有限会社きし運送　本社営業所 北海道旭川市永山北２条８丁目１４番地１ 0166-74-7979

旭川 旭川市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山北１条８丁目４０‐３ 0166-47-0202

旭川 旭川市 有限会社旭川荷役輸送　本社営業所 北海道旭川市東鷹栖四線１０号６番地２ 0166-58-7101

旭川 旭川市 ホッコウ物流株式会社　旭川支店 北海道旭川市流通団地３条５丁目１８ 0166-48-3000

旭川 旭川市 株式会社道央通商旭川　本社営業所
北海道旭川市永山北１条９丁目２５番地８，２５番地１，

２５番地２，２７番地７
0166-46-2200

旭川 旭川市 北都運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山１２条３丁目１－２２ 0166-24-2423

旭川 旭川市 旭川ロテック株式会社　本社営業所 北海道旭川市東鷹栖東１条１丁目１１９番地８８ 0166-57-9977

旭川 旭川市 株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流　旭川営業所 北海道旭川市流通団地３条５丁目１１番地 0166-85-7767

旭川 旭川市 幸楽輸送株式会社　旭川事業部輸送課 北海道旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７ 0166-57-0180

旭川 旭川市 アイアイ引越センター株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山１条１丁目１－６０ 0166-25-3332

旭川 旭川市 株式会社北海小型運輸　東鷹栖営業所 北海道旭川市東鷹栖四線１０号９－４，９－３ 0166-58-7123

旭川 旭川市 大立運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山北３条１０丁目５９番地２４ 0166-40-1000

旭川 旭川市 北興運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山北２条７丁目２３番地３ 0166-48-1241

旭川 旭川市 幸和運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市永山北２条９丁目１７－１ 0166-85-6217

旭川 旭川市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　旭川支店 北海道旭川市永山２条１６丁目４番１０号 0166-99-4500
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旭川 旭川市 株式会社明販流通　旭川営業所 北海道旭川市永山北１条７丁目２６－５ 0166-48-7675

旭川 稚内市 松岡満運輸株式会社　稚内営業所 北海道稚内市末広４丁目３４－１ 0162-33-3001

旭川 富良野市 ホッコウ物流株式会社　富良野営業所 北海道富良野市扇山７６－１ 0166-48-3000

旭川 名寄市 松岡満運輸株式会社　名寄営業所 北海道名寄市徳田９６番９，３５，３６ 0165-42-2828

旭川 留萌市 石油輸送株式会社　留萌営業所 北海道留萌市春日町３丁目４４番５ 0164-49-5051

旭川 雨竜郡 有限会社北空知貨物　本社営業所 北海道雨竜郡雨竜町字満寿３０－６４ 0125-77-2013

旭川 枝幸郡 ホッコウ物流株式会社　浜頓別支店 北海道枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘３丁目１２番地 01634-2-2180

旭川 枝幸郡 有限会社山田砂利工業　本社営業所 北海道枝幸郡浜頓別町字頓別 01634-2-3027

旭川 上川郡 株式会社新聞協同運輸　本社営業所 北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６２ 0166-59-3100

旭川 上川郡 美瑛通運株式会社　本社営業所 北海道上川郡美瑛町大町３丁目５０３－６４－１ 0166-92-1161

旭川 中川郡 ホッコウ物流株式会社　美深営業所 北海道中川郡美深町字富岡１６８番地６ 01656-2-4040

旭川 天塩郡 ホッコウ物流株式会社　豊富営業所 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ２５４８番地１４ 0162-82-2033

旭川 天塩郡 ホッコウ物流株式会社　天塩営業所 北海道天塩郡天塩町字川口２６４番１８ 01632-2-2704

函館 函館市 函館運輸サービス株式会社　港町営業所 北海道函館市港町１丁目３６番地２３ 0138-45-1661

函館 函館市 株式会社ハート引越センター　函館営業所 北海道函館市赤坂町１３番１号 0138-87-8100

函館 函館市 株式会社函館小型運送　本社 北海道函館市西桔梗町５８９－１４２ 0138-49-5131

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館漁火営業所 北海道函館市金堀町２番６号 080-5421-1148

函館 函館市 株式会社猖々谷建設　本社営業所 北海道函館市高松町５７５－２７０ 0138-57-5043

函館 函館市 広野運輸株式会社　本社 北海道函館市広野町３－７ 0138-52-7583

函館 函館市 巴クレーン運輸株式会社　本社営業所 北海道函館市昭和３－２３－１１ 0138-41-2321

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館新道営業所 北海道函館市桔梗町４１８番１２６・２６２ 080-5045-0546

函館 函館市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　函館支店 北海道函館市西桔梗町８５２番地 0138-83-8773

函館 北斗市 株式会社エス・シー・ティ　函館本店 北海道北斗市追分３－１－９ 0138-49-8282

函館 北斗市 柳沼運送株式会社　本社 北海道北斗市谷好２丁目３番７号 0138-73-7711

函館 北斗市 有限会社エイチビーケーサービス　函館営業所 北海道北斗市追分３丁目１番１８号 0138-50-8601

函館 北斗市 今運輸株式会社　本社 北海道北斗市追分７丁目９番３２号 0138-49-0075

函館 北斗市 ヤマト運輸株式会社　北斗追分営業所 北海道北斗市追分３丁目１－６ 080-5045-0547

函館 北斗市 株式会社明販流通　函館営業所 北海道北斗市追分３丁目２番６号 0138-49-9201

函館 北斗市 北斗興業株式会社　本社営業所 北海道北斗市七重浜６－４－１ 0138-49-2021

函館 茅部郡 日晶運輸株式会社　函館営業所 北海道茅部郡森町字栄町３７番地２４ 01374-3-2497

函館 亀田郡 有限会社山本運輸　本社 北海道亀田郡七飯町字峠下７２２－６ 0138-65-0125

函館 亀田郡 株式会社羽衣運輸　本社 北海道亀田郡七飯町字大沼町８１５－２ 0138-67-2579

函館 亀田郡 ヤマト運輸株式会社　あかまつ街道営業所 北海道亀田郡七飯町大川１丁目６番５号 080-5045-0541

函館 二海郡 株式会社サントー　本社営業所 北海道二海郡八雲町立岩３１０番地７ 0137-63-4426

函館 二海郡 松岡満運輸株式会社　八雲営業所 北海道二海郡八雲町立岩５５番３０ 0137-63-4600

室蘭 室蘭市 陣上工業株式会社　本社 北海道室蘭市仲町１２－１ 0143-45-5121

室蘭 室蘭市 札樽自動車運輸株式会社　室蘭営業所 北海道室蘭市日の出町２丁目３２－１２ 0143-47-5611
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室蘭 登別市 株式会社ホームエネルギー北海道　室蘭センター 北海道登別市大和町１丁目２－８ 0143-88-0121

室蘭 苫小牧市 株式会社東高運輸　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町２丁目５番３号 0144-55-1756

室蘭 苫小牧市 建設運搬株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市一本松町１５番地の１８ 0144-55-4013

室蘭 苫小牧市 株式会社高正自動車陸送　本社 北海道苫小牧市船見町２－１－１２ 0144-32-5543

室蘭 苫小牧市 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町３丁目２－４ 0144-55-5291

室蘭 苫小牧市 株式会社ニルス　苫小牧営業所 北海道苫小牧市一本松町１１番４号 0144-61-6112

室蘭 苫小牧市 宮城近交運輸株式会社　北海道営業所 北海道苫小牧市真砂町４１－４ 0749-65-8001

室蘭 苫小牧市 北海道エネライン株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市日吉町１丁目４番１ 0144-74-5666

室蘭 苫小牧市 菱中海陸運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市晴海町４３番地４９ 0144-57-7955

室蘭 苫小牧市 株式会社ホベツ運輸　本社営業所 北海道苫小牧市新明町１丁目２－５ 0144-55-2550

室蘭 苫小牧市 北海道エネルギー輸送株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市あけぼの町３丁目６番９号 0144-57-3446

室蘭 苫小牧市 藤井石油輸送株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市字勇払１２８番地 0144-52-2345

室蘭 苫小牧市 共立運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２番１７号 0144-55-4635

室蘭 苫小牧市 株式会社ネクスト　苫小牧営業所 北海道苫小牧市一本松町１３－３ 0144-55-7940

室蘭 苫小牧市 東和運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町１丁目２－２ 0144-55-1651

室蘭 苫小牧市 幸和運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町３丁目５番１２号 0144-55-8216

室蘭 苫小牧市 ホッコウ物流株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市ウトナイ北１丁目２番９号 0144-55-5101

室蘭 苫小牧市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市一本松町１２－１２・１３ 0144-55-8010

室蘭 白老郡 旭新運輸株式会社　白老営業所 北海道白老郡白老町字北吉原２２７番地 0144-83-2323

室蘭 幌泉郡 坂田組土建株式会社　本社 北海道幌泉郡えりも町字本町３１０ 01466-2-2421

室蘭 勇払郡 早来工営株式会社　早来営業所 北海道勇払郡安平町早来新栄２１番地１ 0145-22-3731

釧路 釧路市 株式会社ＬＮＪ道東　釧路 北海道釧路市星が浦南２丁目１－１８ 0154-51-5516

釧路 釧路市 広野運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１丁目２番２０号 0154-64-5130

釧路 釧路市 梅田産業有限会社　釧路営業所 北海道釧路市鶴野東３丁目３０番７号 0154-68-5822

釧路 釧路市 太平洋運輸株式会社　本社 北海道釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4471

釧路 釧路市 有限会社海野運輸　本社営業所 北海道釧路市星が浦南１丁目２番１２号 0154-53-2540

釧路 釧路市 株式会社米澤通商　釧路生鮮センター 北海道釧路市新富士町６丁目２番１４ 0154-65-5926

釧路 釧路市 株式会社米澤通商　釧路営業所 北海道釧路市貝塚１丁目４－２２ 0154-44-6555

釧路 釧路市 全国酪農飼料株式会社　釧路営業所 北海道釧路市西港２丁目１０１－２ 0154-55-2210

釧路 釧路市 釧路陸運株式会社　本社 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１１ 0154-53-8061

釧路 釧路市 野村運輸株式会社　本社営業所 北海道釧路市鶴野東２丁目２２－２７ 0154-52-5808

釧路 釧路市 村井運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路市大楽毛南１－２－８ 0154-57-3222

釧路 釧路市 東勝物流株式会社　釧路営業所 北海道釧路市鳥取南６丁目２番２号 0154-52-8222

釧路 釧路市 梅田産業有限会社　本社営業所 北海道釧路市音別町本町２丁目８１番地１ 01547-6-2273

釧路 釧路市 石油輸送株式会社　釧路支店 北海道釧路市星が浦南２丁目７番２号 0154-52-2257

釧路 釧路市 株式会社帯広運輸　釧路支店 北海道釧路市星が浦南４丁目５番地１３ 0154-54-2273

釧路 釧路市 株式会社トラスト・ライン　本社営業所 北海道釧路市西港１丁目１００番地４ 0154-65-1622
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釧路 釧路市 株式会社ルート　釧路支店 北海道釧路市西港１丁目１００番地４ 0154-64-7155

釧路 釧路市 有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ　本社営業所 北海道釧路市新富士町６丁目１番２３号 0154-52-3914

釧路 釧路市 札樽自動車運輸株式会社　釧路支店 北海道釧路市鳥取南７丁目１－３２ 0154-51-5511

釧路 釧路市 株式会社道央通商　釧路支店 北海道釧路市新富士町６丁目２番２号 0154-52-1941

釧路 釧路市 日本通運株式会社　北海道警送支店釧路警送事業所 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１２ 0154-51-5697

釧路 釧路市 ユート運輸倉庫株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１丁目１番２３号 0154-55-7171

釧路 釧路市 大松運輸株式会社　本社営業所 北海道釧路市大楽毛北１－９－３ 0154-57-8388

釧路 釧路市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　釧路支店 北海道釧路市星が浦大通５丁目１－７ 0154-52-8010

釧路 釧路郡 釧路貨物自動車株式会社　本社 北海道釧路郡釧路町中央１－１８ 0154-40-2202

釧路 釧路郡 北州運輸株式会社　本社 北海道釧路郡釧路町中央１－１８ 0154-40-2037

釧路 釧路郡 内陸運送株式会社　本社営業所 北海道釧路郡釧路町曙１－１－１５ 0154-36-1057

釧路 厚岸郡 釧路貨物自動車株式会社　浜中営業所 北海道厚岸郡浜中町茶内旭２丁目６８番地 0153-65-2202

釧路 川上郡 荒井貨物株式会社　本社 北海道川上郡標茶町平和９－５ 015-485-2037

釧路 川上郡 釧路貨物自動車株式会社　弟子屈営業所 北海道川上郡弟子屈町字弟子屈原野３８線東４番地９ 0154-82-3420

釧路 川上郡 丸越運輸株式会社　本社営業所 北海道川上郡標茶町常盤３丁目１８番地 015-485-2405

釧路 標津郡 釧路貨物自動車株式会社　中標津営業所 北海道標津郡中標津町字俵橋１３線３２－８ 0153-72-2293

釧路 標津郡 東盛運輸株式会社　本社 北海道標津郡標津町南６条西１丁目１番１２－２号 0153-82-2010

釧路 標津郡 日標運輸株式会社　本社営業所 北海道標津郡中標津町緑町南３丁目５ 0153-73-4060

釧路 目梨郡 ヤマト運輸株式会社　羅臼営業所 北海道目梨郡羅臼町麻布町２４番地１ 080-5043-3504

帯広 帯広市 コスモ運輸株式会社　本社営業所 北海道帯広市西２５条北２丁目２番地１９ 0155-41-2727

帯広 帯広市 全国酪農飼料株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２１条南１丁目１－２，８ 0155-37-3141

帯広 帯広市 帯運観光株式会社　本社 北海道帯広市西２０条南１丁目１４番地２６ 0155-58-3500

帯広 帯広市 有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ　帯広営業所 北海道帯広市西１５条北５丁目１番地１８ 0155-67-7083

帯広 帯広市 ホクブトランスポート株式会社　帯広支店 北海道帯広市西十八条北１丁目６番地４ 0155-67-6253

帯広 帯広市 株式会社ハート引越センター　帯広営業所 北海道帯広市西２１条南５丁目１８番５号 0155-41-0033

帯広 帯広市 ホクレン運輸株式会社　道東営業所 北海道帯広市西２０条南１丁目１４番１２号 0155-38-4120

帯広 帯広市 株式会社帯広公益社　本社 北海道帯広市大通南８丁目２番地 0155-24-1087

帯広 帯広市 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流　帯広支店 北海道帯広市西２０条南１丁目　　ＪＲ貨物駅構内 0155-34-5321

帯広 帯広市 株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流　帯広営業所 北海道帯広市西２２条北１丁目１－２ 0155-66-6250

帯広 帯広市 旭川通運株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２０条南１丁目６－１ 0155-36-4582

帯広 帯広市 株式会社道央通商　帯広営業所 北海道帯広市西２４条北２丁目５番地５１ 0155-61-0011

帯広 帯広市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　帯広支店 北海道帯広市西１９条北１丁目１５－２－１ 0155-38-5540

帯広 河西郡 総合運輸株式会社　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線１４番２４ 0155-26-1432

帯広 河西郡 株式会社フジネット　株式会社　フジネット　十勝営業所 北海道河西郡芽室町西７条９丁目１番地１４ 0155-62-4613

帯広 河西郡 株式会社ＬＮＪ道東　芽室営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２－７ 0155-62-3211

帯広 河西郡 ヤマト運輸株式会社　帯広 北海道河西郡芽室町東芽室北一線６番９ 0155-62-1188
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帯広 河西郡 株式会社米澤通商　本社 北海道河西郡芽室町東芽室北１線４－４ 0155-62-5880

帯広 河西郡 株式会社アサヒセキュリティ　帯広 北海道河西郡芽室町東芽室基線３番地９ 0155-61-4720

帯広 河西郡 大立運輸株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線１６番地２６ 0155-62-6881

帯広 河西郡 有限会社芽室トラック　本社営業所 北海道河西郡芽室町芽室北１線１８－６ 0155-62-0741

帯広 河西郡 大北運輸株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線１２－１２ 0155-62-7171

帯広 河西郡 株式会社北海道丸和ロジスティクス　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線１８－２４ 0155-62-8888

帯広 河西郡 帯東運輸有限会社　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２－１５ 0155-62-8000

帯広 河西郡 北海道通運株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線６－２９ 0155-62-5231

帯広 河西郡 ホッコウ物流株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北一線１６ー２７ 0155-62-7610

帯広 河西郡 株式会社エース　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－２７ 0155-61-4350

帯広 河西郡 宝勝物流株式会社　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線１番地３０ 0155-62-6161

帯広 河西郡 株式会社北海運輸　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線２－１ 0155-62-1222

帯広 河東郡 鹿追貨物自動車株式会社　本社 北海道河東郡鹿追町西町３丁目５ 0156-66-2415

帯広 河東郡 株式会社ロードリーム　　ロードリーム　十勝営業所 北海道河東郡士幌町字士幌西２線１５３番地４ 01564-5-5515

帯広 河東郡 有限会社健勝重建　本社営業所 北海道河東郡鹿追町鹿追北５線２番地２３ 0156-66-3508

帯広 河東郡 株式会社エスワイプロモーション　帯広営業所 北海道河東郡音更町字音更西３線１４－１９ 0155-45-4530

帯広 河東郡 京北運輸株式会社　本社営業所 北海道河東郡音更町字音更西３線８番地２８ 0155-45-4455

帯広 河東郡 熱原輸送株式会社　本社営業所 北海道河東郡音更町木野西通６丁目１ 0155-31-5111

帯広 広尾郡 十勝海運株式会社　本社 北海道広尾郡広尾町会所前５丁目６ 01558-2-2128

帯広 中川郡 有限会社本別砕石工業　本社 北海道中川郡本別町上本別１８－２ 0156-22-5019

帯広 中川郡 有限会社浅井運輸　本社営業所 北海道中川郡幕別町札内青葉町３１０－６ 0155-56-3141

帯広 中川郡 有限会社豊成建設　本社営業所 北海道中川郡本別町新町１２番地５８ 0156-22-4487

帯広 中川郡 鎌田建設工業株式会社　本社営業所 北海道中川郡本別町共栄２３－１５ 0156-22-4011

北見 北見市 網走交通株式会社　北見営業所 北海道北見市端野町２区８７２番地２ 0157-67-6699

北見 北見市 株式会社ＬＮＪ道東　北見営業所 北海道北見市東相内町１０８－２９、３０ 0157-36-4171

北見 北見市 ヤマト運輸株式会社　北見西営業所 北海道北見市東相内町９９１－１６、９９１－１７ 080-5043-3330

北見 北見市 株式会社米澤通商　北見営業所 北海道北見市卸町２丁目６－５ 0157-57-3303

北見 北見市 三ッ輪物流株式会社　北見事業所 北海道北見市小泉２７４番地８ 0157-26-3181

北見 北見市 株式会社東森商運　本社営業所 北海道北見市光葉町２７－３ 0157-24-2805

北見 北見市 北見車輌陸送株式会社　本社営業所 北海道北見市北上７０５－８ 0157-38-2344

北見 北見市 大立運輸株式会社　北見営業所 北海道北見市西三輪７丁目７０９番地５ 0157-66-1130

北見 北見市 北見通運株式会社　本社営業所 北海道北見市豊地９３－１ 0157-66-1200

北見 北見市 株式会社道央通商　北見営業所 北海道北見市相内町２７９番１７ 0157-66-6811

北見 北見市 株式会社エース　北見営業所 北海道北見市卸町１丁目６番６ 0157-36-0988

北見 北見市 ＳＢＳフレックネット株式会社　北見営業所 北海道北見市清月町１８－１ 0157-69-7151

北見 網走市 網走交通株式会社　網走営業所 北海道網走市港町７２－２ 0152-45-2020

北見 紋別市 松岡満運輸株式会社　紋別営業所 北海道紋別市北浜町２丁目９－３３ 0158-24-3226
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北見 紋別市 株式会社ＬＮＪ道東　紋別営業所 北海道紋別市渚滑町元新５丁目４５－２７ 090-2698-4124
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