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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）

羽島市 浪速運送株式会社　岐阜羽島営業所 岐阜県羽島市江吉良町字鍵田２４８０－１ 058-391-7290

羽島市 株式会社園田商事　本社営業所
岐阜県羽島市小熊町島３丁目３番３号　（マイタウン羽

島２１　５号室）
0584-69-5002

羽島市 エイエスケイ株式会社　本社営業所 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字東折戸８１８ 058-322-4520

羽島市 有限会社老田運輸　本社営業所 岐阜県羽島市足近町直道字竹之宮１０６５－３ 058-392-3831

羽島市 株式会社ユーエスロジテック　本社営業所 岐阜県羽島市正木町須賀小松４０４番地 058-394-3166

羽島市 株式会社岐阜ロジック　本社営業所 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目７２番 058-201-7744

羽島市 有限会社共栄サービス　本社営業所 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字高田７６２－１ 058-393-1050

羽島市 株式会社パスコ・エクスプレス　岐阜営業所 岐阜県羽島市上中町長間字東外２９３２番地１ 058-391-8521

下呂市 飛騨運輸株式会社　下呂営業所 岐阜県下呂市東上田字川原崎５８４－１ 0576-25-2116

下呂市 福山通運株式会社　ぎふ下呂営業所 岐阜県下呂市萩原町中呂字大巻谷４６－４ 0576-52-0292

可児市 株式会社日本陸送　岐阜営業所 岐阜県可児市柿田６７５－２０ 0574-66-2181

可児市 株式会社ユーエスロジテック　可児営業所 岐阜県可児市下恵土字高田５４７１番地１ 0574-49-7711

可児市 長野第一物流株式会社　岐阜営業所 岐阜県可児市川合字東野１６番地１ 0574-51-1515

海津市 サンセン運輸有限会社　本社営業所 岐阜県海津市海津町福江１４８６ 0584-54-7585

海津市 株式会社ライトトランスポート　海津営業所 岐阜県海津市南濃町太田字出口８４１番地２０ 0584-59-1035

海津市 南濃運送合資会社　本社営業所 岐阜県海津市南濃町安江字半割１４６０ 0584-58-0086

各務原市 株式会社アンサートランスポート　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼各務原町９丁目１７５番 058-215-1579

各務原市 佐川急便株式会社　岐阜営業所 岐阜県各務原市大野町７丁目９７番地 058-389-7881

各務原市 株式会社星川産業　中部営業所 岐阜県各務原市各務東町２－１１ 058-370-0355

各務原市 有限会社アスローズ　犬山支店 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町２丁目４２番地 058-379-1030

各務原市 濃飛西濃運輸株式会社　各務原支店 岐阜県各務原市鵜沼朝日町１－２１１－１ 058-370-7211

各務原市 株式会社ＴＤＣ　本社営業所 岐阜県各務原市小佐野町１丁目４６番地１ 058-322-2770

各務原市 巴運輸株式会社　岐阜営業所
岐阜県各務原市川島小網町字前河原２１４６番地１５４

（プライムステージ１０１号）
090-8189-6555

各務原市 サンワ産業株式会社　本社営業所 岐阜県各務原市川島小網町字本田浦１９００－７５ 0586-89-3070

各務原市 揖斐川工業運輸株式会社　各務原営業所 岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３番地の１ 058-370-9557

各務原市 愛知陸運株式会社　各務原営業所 岐阜県各務原市前渡東町４丁目１８６－５ 0583-86-1061

関市 有限会社岐阜通運　本社営業所 岐阜県関市迫間字大平５１－１ 0575-23-4817

関市 中濃運輸株式会社　関営業所 岐阜県関市倉知２４８０－１ 0575-22-5111

関市 株式会社エスラインギフ　関営業所 岐阜県関市肥田瀬字蕨野３７２７－１ 0575-22-3791

岐阜市 ハートランス株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市大脇２－３２－１ 058-377-5010

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岐阜県）
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岐阜市 日本郵便輸送株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳森町１－６５－２ 058-271-5244

岐阜市 サーラ物流株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳津町東塚２丁目７番地 058-218-4470

岐阜市 日本通運株式会社　岐阜支店コンテナ課 岐阜県岐阜市今嶺４－９－３ 058-276-1288

岐阜市 中央交易株式会社　本店 岐阜県岐阜市西鶉一丁目３８番地の２ 058-272-4141

岐阜市 西濃運輸株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１ 058-279-2222

岐阜市 福山通運株式会社　岐阜流通センター 岐阜県岐阜市六条大溝４－４－５ 058-278-2922

岐阜市 トランコムＤＳ株式会社　岐阜西センター 岐阜県岐阜市西河渡１丁目５５ 080-4835-8364

岐阜市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　岐阜航空営業

所
岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１ 058-279-3401

岐阜市 岐阜建機運輸株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市水海道３－１３－１ 058-245-4545

岐阜市 蔵前運輸倉庫株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－３ 058-279-3720

岐阜市 ＴＢロジスティクス株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３ 058-387-3100

郡上市 株式会社農林産運輸　本社営業所 岐阜県郡上市高鷲町鮎立字上矢奈島１３４ 0575-72-5397

郡上市 濃飛西濃運輸株式会社　白鳥営業所 岐阜県郡上市白鳥町中津屋字九十九４２１番１ 0575-82-3121

郡上市 福山通運株式会社　ぎふ郡上営業所 岐阜県郡上市大和町島字坊ヶ野４５４９番１ 0575-88-3292

高山市 谷口運送株式会社　本社営業所 岐阜県高山市松之木町１０４０－３３ 0577-32-3146

高山市 有限会社ＦＥＣカネマル　本社営業所 岐阜県高山市朝日町浅井１８３番地 0577-55-3011

高山市 株式会社岐阜トランポ　高山営業所 岐阜県高山市上岡本町１丁目５０番地１ 0577-36-6200

高山市 飛騨運輸株式会社　高山支店 岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-3350

高山市 株式会社益田陸運　高山営業所 岐阜県高山市江名子町１８７２－１ 0577-57-5171

高山市 株式会社エスラインヒダ　高山営業所 岐阜県高山市新宮町８３０－１６ 0577-32-5454

高山市 大野運輸株式会社　本社営業所 岐阜県高山市丹生川町町方字下野中６２１番地５ 0577-78-1515

高山市 福山通運株式会社　ひだ高山営業所
岐阜県高山市国府町三川字森ノ下５９１－１，６１２－

１
0577-72-3900

山県市 有限会社美山運輸　本社 岐阜県山県市西深瀬字八京２５０８ 0581-22-4111

山県市 株式会社高富運輸　本社営業所 岐阜県山県市大桑東川６５－１ 0581-27-2270

瑞穂市 株式会社ＮＥＸＴ　本社営業所 岐阜県瑞穂市生津天王東町１丁目５４番地 058-327-2272

瑞穂市 株式会社朝日輸送　本社営業所 岐阜県瑞穂市本田２１２－１ 058-326-2326

瑞穂市 中部急送株式会社　本社営業所 岐阜県瑞穂市別府２１４０－１ 058-326-6611

瑞穂市 有限会社中部トラックサービス　本社営業所 岐阜県瑞穂市別府２１４０番地の１ 058-327-6341

瑞浪市 有限会社西商会　本社営業所 岐阜県瑞浪市日吉町６３３－１ 0572-64-2646

多治見市 株式会社サカイ引越センター　多治見支社 岐阜県多治見市金岡町２丁目８番 0572-21-2053

多治見市 株式会社ＦＲＩＥＮＤ’ｓ　本社営業所 岐阜県多治見市笠原町字向島２４５５番９４ 0572-45-2317

大垣市 中京貨物運輸株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市南若森６－５－１ 0584-75-3161

大垣市 高末株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市横曽根３丁目１番地２ 0584-87-1218
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大垣市 株式会社東海運輸　本社営業所 岐阜県大垣市林町７丁目２２１－１ 0584-83-7360

大垣市 トランコムＤＳ株式会社　西濃センター 岐阜県大垣市古宮町丸池１２９－１ 080-9483-9309

大垣市 丸上運輸株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市南市橋町字御獄田１３４６番地 0584-71-1270

大垣市 大垣愛陸運送株式会社　本店営業所 岐阜県大垣市安井町３－７ 0584-81-3277

中津川市 株式会社東液供給センター　中津川事業所 岐阜県中津川市千旦林８１４番地の２ 0573-67-8145

中津川市 株式会社いまい物流　本社営業所 岐阜県中津川市千旦林７９３番地の４２ 0573-78-1311

中津川市 ＳＢＳフレックネット株式会社　美濃営業所　運輸課 岐阜県中津川市駒場１９４４ 0573-67-7077

中津川市 エス・ワールド株式会社　本社営業所 岐阜県中津川市茄子川１７８４番地の１ 0573-64-2222

中津川市 株式会社エスラインヒダ　中津川営業所 岐阜県中津川市千旦林字馬見岩平２６４２－１ 0573-68-6361

中津川市 有限会社協立物流　本社営業所 岐阜県中津川市茄子川中垣外１６８３－２１８４ 0573-78-3144

中津川市 株式会社ユー・エス・エル　本社営業所 岐阜県中津川市瀬戸字中平４６６番地４７ 0573-61-3071

中津川市 西村梱包倉庫株式会社　中津川中部物流センター 岐阜県中津川市茄子川１５３４－１５４ 0573-78-0350

土岐市 株式会社啓和運輸　岐阜営業所 岐阜県土岐市鶴里町柿野２３２２－５７ 0572-52-3370

土岐市 名鉄急配株式会社　東濃営業所 岐阜県土岐市土岐口北町一丁目４０番地 0572-55-3151

飛騨市 飛騨運輸株式会社　古川営業所 岐阜県飛騨市古川町是重１－３－２０ 0577-73-2211

美濃加茂市 株式会社ＮＢＳロジソル　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市牧野１５９７番地５ 0574-49-7771

美濃加茂市 大西運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字粟瀬２７３５－１４２ 0574-25-8647

美濃加茂市 有限会社美坂運送　本社営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋字奥田１９１４－２ 0574-27-2232

美濃加茂市 株式会社エスラインヒダ　美濃加茂営業所 岐阜県美濃加茂市山手町３丁目１２０番地 0574-26-8535

美濃市 株式会社東液供給センター　美濃事業所 岐阜県美濃市極楽寺字一本杉２９３－７ 0575-29-3155

美濃市 越美通運株式会社　本社営業所 岐阜県美濃市大矢田５２４－７ 0575-33-2111

本巣市 株式会社マルタパワーズ　岐阜営業所 岐阜県本巣市山口６１－１ 0581-34-2145

本巣市 株式会社松尾商運　本社営業所 岐阜県本巣市見延字上ノ町６－３ 058-323-1024

安八郡 スターライン株式会社　岐阜営業所 岐阜県安八郡輪之内町福束新田西沖７６２－１ 0584-68-0261

安八郡 有限会社タチバナ急送　本社営業所 岐阜県安八郡安八町東結１５０５－１ 0584-47-7870

安八郡 有限会社安八重機　本社営業所 岐阜県安八郡安八町東結字河原曲輪１１３ 0584-62-5974

羽島郡 トランコムＤＳ株式会社　岐阜南センター 岐阜県羽島郡岐南町八剣北１－２０９ 058-245-3277

羽島郡 株式会社大翔　岐阜営業所
岐阜県羽島郡笠松町米野５２９番地　プリオル・エム１

０６
058-201-7811

羽島郡 株式会社オール・ウェイズ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田７－１ 058-274-6112

羽島郡 伊勢志摩陸運有限会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋３丁目２２４番地 058-214-2206

羽島郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町上印食８丁目１１６番１ 058-259-7033

羽島郡 名鉄急配株式会社　岐阜西営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１番地 058-214-4090

羽島郡 シグマロジスティクス株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１７番地 090-8118-4306

羽島郡 株式会社エスラインミノ　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成１丁目１０４ 058-247-5311
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加茂郡 株式会社オール・ウェイズ　美濃営業所 岐阜県加茂郡川辺町石神字内田８５０番１ 0574-53-2177

加茂郡 丸七運輸株式会社　本社営業所 岐阜県加茂郡川辺町比久見字比垣外５７－１ 0574-53-2883

可児郡 平田運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山２１８８番３５ 0574-49-6640

可児郡 有限会社神栄商事　本社営業所 岐阜県可児郡御嵩町美佐野字木屋洞２７１３－１ 0574-67-1648

不破郡 三和梱包運輸株式会社　本社営業所 岐阜県不破郡垂井町字野田５１６ 0584-22-1579

不破郡 三和ロジスティクス株式会社　本社営業所 岐阜県不破郡垂井町字野田５１６ 0584-22-1579

不破郡 郷運輸株式会社　本社営業所 岐阜県不破郡垂井町表佐字市道３３３－３ 0584-22-1177

揖斐郡 大黒運輸有限会社　本社営業所 岐阜県揖斐郡揖斐川町市場字北大黒４６６－１ 0585-22-2412

養老郡 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　養老営業所 岐阜県養老郡養老町高田２８６９－１ 0584-71-7770

養老郡 株式会社日硝ハイウエー　大垣営業所 岐阜県養老郡養老町船附２８２１－７ 0584-36-0411

養老郡 合資会社高木商店　本社営業所 岐阜県養老郡養老町五日市字上り戸２８６番地１ 0584-32-0348

養老郡 有限会社イマイ　本社営業所 岐阜県養老郡養老町船附６０９番地１ 0584-35-2233
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