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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）

あま市 山徳運輸有限会社　津島営業所
愛知県あま市七宝町川部丸田５４番地（丸田コーポ１０

１）
0567-28-5711

あま市 株式会社オールサービス　本社営業所 愛知県あま市西今宿梶村一５２番地の８ 052-441-0585

あま市 有限会社則竹梱包　本社営業所 愛知県あま市七宝町下田前並８９番１ 052-442-6153

あま市 株式会社山三　名古屋営業所 愛知県あま市七宝町下之森八之坪３７番 052-442-0018

みよし市 株式会社ＮＴサービス　本社営業所 愛知県みよし市三好町湯ノ前８９－４－２０６ 0561-34-7107

みよし市 大興運輸株式会社　三好物流センター 愛知県みよし市福田町有塚５１－１ 0561-34-6401

みよし市 ヤマト運輸株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市三好町金田１－１ 080-5451-5227

みよし市 小出運送株式会社　本社営業所 愛知県みよし市西一色町池ノ内１３番地１ 0561-34-4888

みよし市 株式会社東液供給センター　三好事業所 愛知県みよし市根浦町七丁目１番地８ 0561-33-4351

愛西市 東伸愛西物流株式会社　本社営業所 愛知県愛西市東保町宗十２番１ 0567-26-1377

愛西市 尾張陸運株式会社　名古屋西営業所 愛知県愛西市西條町大池９５ 0567-31-7620

愛西市 株式会社メイゴー　本社営業所 愛知県愛西市北一色町東田面２１番地 0567-55-7221

愛西市 株式会社東液供給センター　八開事業所 愛知県愛西市江西町寺南６２－３ 0567-37-3620

安城市
ＳＵＺＵサービス株式会社　ＳＵＺＵサービス株式会社　

本社営業所
愛知県安城市今池町三丁目９番１２号 0566-98-7526

安城市 株式会社東液供給センター　安城事業所 愛知県安城市橋目町中茶臼５２ 0566-98-7141

安城市 株式会社ケー・ツー　安城営業所 愛知県安城市北山崎町西山２２番 0566-71-3663

安城市 株式会社東端運輸　本社営業所 愛知県安城市東端町白萩２９番地１ 0566-79-2207

安城市 飛騨運輸株式会社　安城支店 愛知県安城市新田町宮町８０ 0566-77-5120

安城市 株式会社トヨカサービス　本社営業所 愛知県安城市横山町下毛賀知１４８－５０４ 0565-51-7228

安城市 日本トーカンパッケージ株式会社　愛知工場 愛知県安城市和泉町北大木３－６ 0566-92-1181

安城市 株式会社サンワ　本社営業所 愛知県安城市東栄町６丁目１３－１ 0566-97-8131

安城市 近物レックス株式会社　安城営業所 愛知県安城市新田町稲恵４６ 0566-77-7811

安城市 株式会社東海エクスプレス　本社営業所 愛知県安城市篠目町古林畔９０番地 0566-74-7878

安城市 大興運輸株式会社　安城支店 愛知県安城市今本町東向山１３番地 0566-97-9221

安城市 大盛運輸株式会社　本社営業所 愛知県安城市新明町２０－１７ 0566-74-2141

安城市 中部桑名組運輸株式会社　本社営業所 愛知県安城市根崎町西新切７５ー１ 0566-92-3115

一宮市 名鉄運輸株式会社　一宮配送センター 愛知県一宮市千秋町町屋字蕪池１番 0586-82-8001

一宮市
ダイセーエブリー二十四株式会社　中京スーパーハブセ

ンター
愛知県一宮市萩原町萩原字松山５３１番地２７ 0586-80-8221

一宮市 福岡運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県一宮市丹陽町重吉字東堂寺４０１－１ 0586-75-6081

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（愛知県）
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一宮市 株式会社ベストライン　一宮支店
愛知県一宮市牛野通４丁目５番地クリエイティブ一宮２

０８
0586-77-7500

一宮市 株式会社ＪＥＣ　本社営業所 愛知県一宮市平島二丁目９番６ 0586-27-5533

一宮市 東陸ロジテック株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９番１ 0586-52-5270

一宮市 株式会社大宝レックス　本社営業所 愛知県一宮市開明字苅安賀道６０ 0586-64-5267

一宮市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　名古屋北支店 愛知県一宮市丹陽町外崎字上川田２４１ 0586-85-9414

一宮市 株式会社丹陽運輸　本社営業所 愛知県一宮市島崎１丁目２－１０ 0586-77-3013

一宮市 株式会社岡田商運　　一宮営業所 愛知県一宮市三ツ井７丁目１２－８ 0586-48-5938

一宮市 ヤマト運輸株式会社　木曽川営業所 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り１３１ 080-5044-5383

一宮市 株式会社新井興運　本社営業所 愛知県一宮市寺島町１丁目１番地４３ 0586-24-6691

一宮市
トランコムトランスポートサービス株式会社　愛知営業

所
愛知県一宮市三ツ井７丁目１番４号 0586-75-5851

一宮市 伍洋運輸株式会社　本社営業所 愛知県一宮市伝法寺３丁目５番地４ 0586-77-6212

一宮市 遠州トラック株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市三ツ井三丁目１番４ 0586-75-3401

一宮市 株式会社スリーエス物流　本社営業所 愛知県一宮市丹陽町九日市場字中田６３－１ 0586-77-8686

一宮市 株式会社鈴木組陸運　一宮営業所 愛知県一宮市三ツ井３丁目６－１４ 0586-76-5122

一宮市 株式会社山運　本社営業所 愛知県一宮市多加木二丁目９番１４号 0586-72-3948

一宮市 株式会社マホリ　本社営業所 愛知県一宮市伝法寺５丁目１４番地１１ 0586-76-8377

一宮市 昌和商事株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田１１－２ 0586-77-7900

一宮市 名正運輸株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市千秋町天摩字金島１番地 0586-75-1821

稲沢市 中村物流株式会社　本社営業所 愛知県稲沢市福島町大福寺５０番１ 0587-36-3927

稲沢市 平凡運輸株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市長束町青木田１０３－１ 0587-21-0821

稲沢市 株式会社廣川運送　愛知営業所 愛知県稲沢市陸田高畑町１１１番地 0587-81-9261

稲沢市 株式会社ロジックナンカイ　中部営業所 愛知県稲沢市祖父江町祖父江高熊１２ 0587-98-2007

稲沢市 ヤマト運輸株式会社　稲沢中島営業所 愛知県稲沢市片原一色町大松下３４番１－３ 080-5044-5281

稲沢市 株式会社リョーウンエキスプレス　中部センター 愛知県稲沢市菱町１－１１００ 0587-32-5146

岡崎市 大法輸送株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市国正町字三反畑８８番地 0564-43-1101

岡崎市 株式会社カタヒラ流通　本社営業所 愛知県岡崎市西大友町字蓮花寺５３番地１０ 0564-31-7122

岡崎市 ジャパントラフィック株式会社　本店
愛知県岡崎市稲熊町字八丁目１９７番地１　第２三興ビ

ル３階
0564-64-0870

岡崎市 株式会社丸文　名古屋営業所 愛知県岡崎市北野町字畔北７０、７１ 0564-33-0666

岡崎市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　岡崎　支店 愛知県岡崎市赤渋町字上池３２番地１ 0564-72-5181

岡崎市 ヤマト運輸株式会社　岡崎稲熊営業所 愛知県岡崎市稲熊町八丁目２０３番地 080-5522-5877

岡崎市 中京綜合警備保障株式会社　中京岡崎警送営業所 愛知県岡崎市宮地町郷東２－１ 0564-54-0170

岡崎市 松尾産業運輸株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市赤渋町字圦ノ口３１－１ 0564-52-6549
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岡崎市 シグマロジスティクス株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内３３番地１ 090-6719-1300

岡崎市 有限会社マツシマ商会　本社営業所 愛知県岡崎市坂左右町字堤上１９－１ 0564-72-1230

岡崎市 株式会社睦運送　岡崎営業所 愛知県岡崎市北野町字郷裏１０－２ 0564-32-3011

岡崎市 丸栄ニューウェーブ株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市洞町字鷹野２番地１ 0564-77-9920

岡崎市 ダイセーエブリー二十四株式会社　岡崎ハブセンター
愛知県岡崎市洞町字宮ノ腰１９－２，１８－１，１７－

１，１６－７，１６－１，２６－８
0564-27-0115

岡崎市 鳥居運送株式会社　岡崎支店 愛知県岡崎市日名北町４番地１ 0564-21-1503

岡崎市 カリツー株式会社　岡崎東営業所 愛知県岡崎市岡町字原山７番地５０ 0564-71-3020

岡崎市 ティ・ケイスピリッツ有限会社　本社営業所 愛知県岡崎市明大寺町字大圦１－３２ 0564-52-4571

岡崎市 井川商会株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市岡町字東神馬崎北側７－１，７－５ 0564-73-5507

岡崎市 大興運輸株式会社　岡崎支店 愛知県岡崎市島坂町字川ノ前１６－１ 0564-32-3810

蒲郡市 サーラ物流株式会社　蒲郡営業所 愛知県蒲郡市浜町７７－２ 0533-66-3535

蒲郡市 ホイテクノ物流株式会社　蒲郡支店　第二営業所 愛知県蒲郡市浜町９４番地５ 0533-67-3027

蒲郡市 ホイテクノ物流株式会社　浜町支店 愛知県蒲郡市拾石町東浜３１番１９ 0533-67-0660

蒲郡市 宝物流サービス株式会社　蒲郡営業所 愛知県蒲郡市拾石町東浜３１－１９ 0533-66-2177

蒲郡市 衣浦物流株式会社　蒲郡営業所 愛知県蒲郡市浜町９４番地７ 0533-69-4185

蒲郡市 蒲郡運送株式会社　本社営業所 愛知県蒲郡市浜町９４－８ 0533-68-3184

刈谷市 日豊高速運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県刈谷市小垣江町西高根２０７番２ 0566-91-0231

刈谷市 カリツー株式会社　刈谷物流センター 愛知県刈谷市小垣江町西高根２１０番地 0566-24-0230

刈谷市 藤久運輸倉庫株式会社　中部事業部 愛知県刈谷市半城土町大組６－１ 0566-21-6309

刈谷市 日通三河運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県刈谷市一里山町下流１－１ 0566-26-1200

岩倉市 株式会社マルトク　本社営業所 愛知県岩倉市石仏町稲葉１１６－１ 0587-66-7490

岩倉市 有限会社トキキャリーサービス　岩倉営業所 愛知県岩倉市北島町丹波１８－１番 0587-37-3152

岩倉市 ジャパンフーズ物流株式会社　中部センター 愛知県岩倉市北島町中野田５番 0587-38-3500

岩倉市 株式会社トレードトラスト　名古屋共配支店
愛知県岩倉市大地新町１丁目１６　サンシャイン岩倉２

－１０３
0587-81-8522

犬山市 株式会社パスコ・エクスプレス　犬山営業所 愛知県犬山市羽黒新田字不二見坂１番地５ 0568-69-0525

犬山市 株式会社橋本商事冷凍輸送　中部営業所 愛知県犬山市大字上野字石塚４６９番地 0587-91-1666

犬山市 ユニオン運輸株式会社　本社営業所 愛知県犬山市大字羽黒字赤坂８２－１ 0568-67-0154

犬山市 株式会社食品流通システム　犬山センター 愛知県犬山市字新川１－１０ 0568-69-1316

犬山市 有限会社平和物流　本社営業所 愛知県犬山市大字橋爪字四郎丸３－１５ 0568-65-0213

江南市 株式会社アイソネットライン　一宮営業所 愛知県江南市古知野町広見１７６－３０１ 0586-53-3031

江南市 ミヤコ通運株式会社　本社営業所
愛知県江南市飛高町門野２０７番地　ＬｉｂｅｒｔｙＰ

ｌａｃｅ２０２号
0586-59-5001

江南市 阪神トランスポート株式会社　東海営業所 愛知県江南市和田町旭１６２番１ 0587-55-4545
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江南市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　一宮共配センター 愛知県江南市古知野町朝日２５ 0586-53-1056

江南市 株式会社川口通商　本社営業所 愛知県江南市五明町福森１２５番地 0587-50-6065

江南市 此花運輸株式会社　江南営業所 愛知県江南市力長町若宮１１ 0587-54-9318

高浜市 株式会社ＫＡＲＩＫＯ　本社営業所 愛知県高浜市小池町二丁目１５－２１ 0566-54-0377

高浜市 ダブルイー株式会社　高浜営業所 愛知県高浜市小池町６丁目９－３ 0566-91-7711

高浜市 鈴木運送株式会社　本社営業所 愛知県高浜市二池町１丁目７－２６ 0566-53-0553

高浜市 高浜共立運輸株式会社　本社営業所 愛知県高浜市碧海町５丁目１－２８ 0566-53-0400

高浜市 春日運送株式会社　本社営業所 愛知県高浜市芳川町１－５－３０ 0566-53-2627

春日井市 水間急配株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市出川町４丁目１１番地の４ 0568-51-9236

春日井市 丸協運輸株式会社　春日井配送センター 愛知県春日井市大泉寺町大西６３３－２ 0568-37-2633

春日井市 株式会社奥堀　春日井営業所 愛知県春日井市坂下町６丁目８８３－２他１５筆 0568-93-0066

春日井市 株式会社ＦＲＩＥＮＤ’ｓ　春日井営業所 愛知県春日井市牛山町字二番割３２４７－６ 0568-37-3860

春日井市 永興運輸株式会社　本社営業所 愛知県春日井市勝川町６丁目１２４番地 0568-31-6904

春日井市 三幸運輸株式会社　本社営業所 愛知県春日井市白山町１－６２－１３ 0568-93-0067

春日井市 ヤマト運輸株式会社　中部美術品支店 愛知県春日井市大留町３－１－１ 056-851-3961

春日井市 中部サービス株式会社　本社営業所 愛知県春日井市下原町１６６２番地 0568-87-4117

春日井市 関東摂津運輸有限会社　中部営業所 愛知県春日井市高森台５－１－３ 0568-37-2212

春日井市 株式会社丸鈴運輸　春日井営業所 愛知県春日井市如意申町６丁目１６番地１５ 0568-31-1655

春日井市 伸栄サービス株式会社　本社営業所 愛知県春日井市高蔵寺町北１丁目１０６番地 0568-52-8080

春日井市 ヤマト運輸株式会社　春日井篠木営業所 愛知県春日井市篠木町８丁目３番地３ 080-6604-5408

春日井市 ヤマト運輸株式会社　春日井松河戸営業所 愛知県春日井市下条町二丁目２番地１６ 080-6604-5410

春日井市 名阪急配株式会社　本社営業所 愛知県春日井市東山町字東山２３４５－１９４６ 0568-87-6770

春日井市 株式会社マルブン　本社営業所 愛知県春日井市小野町１丁目６８番地 0568-33-3978

春日井市 株式会社中部　本社営業所 愛知県春日井市廻間町６８１－２０ 0568-93-0500

小牧市 勅使川原産業株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字西之島字丁田１９２０－１ 0568-76-6911

小牧市 株式会社丸運ロジスティクス東海　小牧営業所 愛知県小牧市大字横内字立野６２７－１８ 0568-73-1291

小牧市 有限会社小島商店　本社営業所 愛知県小牧市大字西之島字小塚山１０３８－１ 0568-73-3249

小牧市 有限会社田上産業　本社営業所
愛知県小牧市中央２丁目４１番地　中央ビレッジＳ．Ｈ

１０２号室
0568-78-2600

小牧市 カンダコーポレーション株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市岩崎字西巾２７７０－４ 0568-77-6993

小牧市 東部ネットワーク株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市小牧原３－４３ 0568-65-6472

小牧市 株式会社トップライン　本社営業所 愛知県小牧市大字村中字葭池１２４５ 0568-42-1318

小牧市 有限会社名古屋運輸倉庫　小牧営業所 愛知県小牧市下小針中島２丁目１８８ 0568-74-5211

小牧市 株式会社幸西　本社 愛知県小牧市小木東１丁目１２２番地 0568-42-0246

小牧市 名鉄急配株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市新小木３丁目７番地 0568-71-9750
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小牧市 株式会社ダイセーセントレックス　小牧営業所 愛知県小牧市曙町７番地 0568-54-1637

小牧市 グリーン物流株式会社　名古屋支店小牧営業所 愛知県小牧市元町３丁目１４３番 0568-68-9221

小牧市 西久大運輸倉庫株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市大字東田中字上池１２４７－１ 0568-78-3001

小牧市 名古屋日梱株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市入鹿出新田宮前９５５－９ 0568-54-1051

小牧市 日本梱包運輸倉庫株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市入鹿出新田宮前９５５－９ 0568-54-1050

小牧市 有限会社ヤマコン　本社営業所 愛知県小牧市大字三ツ渕７１８ 0568-73-8899

小牧市 仁光サービス株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字久保一色１４９１番地２ 0568-76-8202

小牧市 株式会社大和通商　本社営業所 愛知県小牧市大字南外山字佃１１７番地 0568-76-0030

小牧市 ハーコブ株式会社　名古屋支店 愛知県小牧市河内屋新田字高笹４８０－１ 0587-81-6033

小牧市 日新冷凍運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市川西１丁目３番地１ 0568-76-0093

小牧市 株式会社伊勢崎運輸　愛知営業所 愛知県小牧市田県町１７番地 0568-65-6206

小牧市 名古屋千里運輸株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字東田中字東島２０４９ 0568-73-7775

小牧市 ヤマトボックスチャーター株式会社　小牧支店
愛知県尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業６５

街区３画地
0568-42-1871

小牧市 ダイセー物流株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字村中字池田１１１１－３ 0568-68-9905

小牧市 有限会社内田運送　名古屋営業所 愛知県小牧市岩崎１３４５－６５ 0568-70-3681

小牧市 株式会社東陽運輸　名古屋支店
愛知県小牧市大字岩崎１１６５番地１　レジデンスＫ６

０３
0568-73-0777

小牧市 株式会社トヨナカ　本社営業所 愛知県小牧市大字大草字年上坂５９７７番４ 0568-47-0033

小牧市 水間急配株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７番地の４ 0568-54-2130

小牧市 株式会社ジェイ・ロジコム　小牧営業所 愛知県小牧市大字三ツ渕字惣作１２７７番地１ 0568-65-8231

小牧市 高末株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市西之島５８０番地 0568-73-0878

小牧市 有限会社アイショウ陸運　本社営業所 愛知県小牧市大字上末字東山３５９５番地１ 0568-47-1223

小牧市 株式会社ヒーローズエキスプレス　中部営業所 愛知県小牧市東田中字金井戸５８９－１ 0568-42-2807

小牧市 マリヤ運輸有限会社　本社営業所 愛知県小牧市郷中１－８４ 0568-72-6100

小牧市 株式会社大東運送　小牧営業所 愛知県小牧市小針二丁目４９７ 0568-77-7277

小牧市 フコク物流株式会社　中部営業所 愛知県小牧市大字横内字惣鏡５５６ 0568-73-8751

小牧市 愛知商運株式会社　本社営業所 愛知県小牧市野口字中田１４９５－２ 0568-78-1002

小牧市 近物レックス株式会社　小牧支店 愛知県小牧市新小木２－１７、１８ 0568-72-7115

小牧市 玉村運輸株式会社　名古屋 愛知県小牧市川西３－１０ 0568-72-2626

小牧市 名北陸運有限会社　本社営業所 愛知県小牧市小木東２－２４９ 0568-72-5539

小牧市 ヤマト運輸株式会社　小牧本庄営業所 愛知県小牧市大字文津字山岸１００６番１ 080-6604-5404

小牧市 カンダリテールサポート株式会社　東海ＣＳセンター 愛知県小牧市岩崎西巾２７７０－４ 0568-74-0430

小牧市 中越テック株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市大字本庄字大坪４５８－１ 0568-78-1141
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小牧市
株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ　中部オペ

レーションセンター
愛知県小牧市大字西之島字申塚１１３７番１号 0568-74-5222

小牧市 株式会社アテックライン　本社営業所 愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前１１３７－４ 0568-76-8891

小牧市 株式会社シーエックスカーゴ　小牧営業所 愛知県小牧市山北町４４番地 0568-41-3228

小牧市 ダイセー倉庫運輸株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字西之島１６１６ 0568-72-7221

常滑市
株式会社グローバルエアカーゴ　中部セントレアハブセ

ンター
愛知県常滑市セントレア三丁目１４番地の３ 0569-38-8212

新城市 株式会社イナリ　本社営業所 愛知県新城市平井字東長田３４番地１３ 0536-23-1471

新城市 株式会社ユース・ラット　本社営業所 愛知県新城市石田字西未旨４ 0536-23-1171

瀬戸市 株式会社イトー急行　本社営業所 愛知県瀬戸市共栄通７－１１ 0561-84-1110

瀬戸市 株式会社イトー急行　瀬戸営業所 愛知県瀬戸市広之田町２４８ 0561-41-3511

瀬戸市 株式会社三晃トランスポート　本社営業所 愛知県瀬戸市西本地町二丁目１３番地、２４番地 0561-84-6666

瀬戸市 株式会社成清トランスポート　本社営業所 愛知県瀬戸市山の田町１４７－１ 0561-83-3317

瀬戸市 山徳運輸有限会社　本社営業所 愛知県瀬戸市平町２－７１ 0561-82-7842

瀬戸市 高見起業株式会社　本社営業所 愛知県瀬戸市山の田町４３－１８３ 0561-21-1011

清須市 株式会社樋口物流サービス　名古屋営業所 愛知県清須市朝日弥生１４６番地 052-503-3001

清須市 信越定期自動車株式会社　名古屋営業所
愛知県清須市春日鳥出９０番、９１番、９２番、９３

番、９４番、９５番、９６番
052-325-7360

清須市 山崎商事運輸株式会社　本社営業所 愛知県清須市春日郷ヶ島２８ 052-508-7004

清須市 大阪商運株式会社　愛知営業所 愛知県清須市春日焼田７５ 052-401-7655

清須市 三和企業株式会社　名古屋営業所 愛知県清須市一場新町４４１ー１ 052-400-8512

清須市 株式会社スワローロジックス　本社営業所 愛知県清須市春日江先５７番 052-857-0450

清須市 株式会社寿宅配便　清須営業所 愛知県清須市朝日弥生９０番地 052-408-0038

清須市 有限会社オートラック　本社営業所
愛知県清須市春日落合１２０番地、１０９番地、１１０

番地、１１８番地、１２２番地
052-401-4700

清須市 有限会社小林運輸　本社営業所
愛知県清須市春日白弓２８番１、２９番、３０番、３１

番
052-400-6068

清須市 有限会社稲垣運輸　本社営業所 愛知県清須市春日白弓８４番地 052-400-1180

西尾市 カリツー株式会社　西尾営業所 愛知県西尾市江原町東塚田１番１ 0563-52-0300

西尾市 株式会社三州陸運　本社営業所 愛知県西尾市一色町生田西高前１０４ 0563-72-0758

西尾市 名城運輸有限会社　本社営業所 愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０番地 0563-35-3100

西尾市 エスケイライン株式会社　本社営業所 愛知県西尾市新村町元屋敷２６５番地２ 0563-52-0188

西尾市 株式会社三州一色　本社営業所 愛知県西尾市一色町野田堤外２７－１ 0563-73-4914

西尾市 碧南運送株式会社　吉良営業所 愛知県西尾市吉良町瀬戸寄名山２－１，２－４ 0563-35-3366

大府市 株式会社東液供給センター　大府事業所 愛知県大府市横根町坊主山１－８９ 0562-44-3701
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大府市 株式会社ドラゴン　本社営業所 愛知県大府市北崎町３丁目３０９ 0562-48-5551

大府市 トランコムＥＸ中日本株式会社　名南事業所 愛知県大府市共和町炭焼１番４５ 0562-45-6477

大府市 有限会社平下商会　本社営業所 愛知県大府市若草町１丁目４３５－６ 0562-47-5323

大府市 東興運輸株式会社　本社営業所 愛知県大府市北崎町清水ケ根１３８－３ 0562-48-3721

大府市 大熊運輸有限会社　本社営業所 愛知県大府市共和町上徳９－２ 0562-48-0211

大府市 名正運輸株式会社　名古屋南営業所 愛知県大府市共和町別岨１７５番地（他２１筆） 0562-46-5331

大府市 愛知車輌興業株式会社　名古屋 愛知県大府市吉田町半ノ木３３番 0562-45-4001

大府市 株式会社奥堀　本社営業所 愛知県大府市北崎町島原５３番地の１ 0562-48-1121

大府市 西濃運輸株式会社　大府支店 愛知県大府市北崎町遠山２００－１ 052-678-4306

知多市 株式会社丸運ロジスティクス東海　知多営業所 愛知県知多市北浜町２６－２ 0562-33-2951

知多市 有限会社ビック・ワン　本社営業所 愛知県知多市八幡字深山口５０番地の５ 0566-52-4992

知立市 有限会社デリッシュ　本社 愛知県知立市新林町平草６８－１ 0566-83-0141

知立市 刈谷配送株式会社　本社営業所 愛知県知立市新林町平草６８－１ 0566-81-0352

長久手市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　名古屋支店 愛知県長久手市長配２丁目１００８番地 0561-65-0674

津島市 平野商運株式会社　本社営業所 愛知県津島市老松町４９番地１ 0567-23-1611

田原市 三河重機興業株式会社　田原営業所 愛知県田原市豊島町榎沢７７番１ 0531-22-5622

田原市 協進運輸株式会社　田原営業所 愛知県田原市浦町北浦１２３－２ 0531-23-7579

田原市 名城運輸有限会社　田原営業所
愛知県田原市田原町新清谷９８　グリーンハイツ２０３

号室
0531-22-6170

田原市 近物レックス株式会社　渥美営業所 愛知県田原市保美町西原６９１ 0531-32-1271

田原市 株式会社伊藤ハウス　本社営業所 愛知県田原市谷熊町堂代４６－１ 0531-37-5911

田原市 田原運輸株式会社　田原営業所 愛知県田原市緑が浜４号１番５ 0531-22-2141

東海市 ファインハクスイ株式会社　本社営業所 愛知県東海市養父町諸之木８番地 0562-85-5521

東海市 豊中運輸株式会社　東海営業所 愛知県東海市浅山新田三丁目５０ 052-601-6747

東海市 川一産業株式会社　名古屋支店東海営業所 愛知県東海市南柴田町トノ割２６６－１６ 052-603-5415

東海市 三栄運輸株式会社　東海営業所 愛知県東海市名和町２番割下５０－４ 052-601-7771

東海市
トランコムＥＸ中日本株式会社　東海ロジスティックス

センター
愛知県東海市名和町奥前後７２番 052-689-1310

東海市 楠原輸送株式会社　名古屋営業所 愛知県東海市新宝町５０７番２２ 052-604-7878

東海市 園田運送有限会社　本社営業所 愛知県東海市名和町北蕨８１番地 052-601-8831

東海市 アイチ物流株式会社　本社営業所 愛知県東海市横須賀町天宝新田３５－６ 0562-33-1431

東海市 大東物流株式会社　本社営業所 愛知県東海市南柴田町ハノ割１３８－２８ 052-601-7616

東海市 株式会社エヌアールティー　本社営業所 愛知県東海市荒尾町下大脇６番地７ 052-602-1058

東海市 株式会社丸玉運送　本社営業所 愛知県東海市名和町天王前３３－１ 052-604-8711

東海市 名鉄運輸株式会社　東海支店 愛知県東海市南柴田町ロノ割９５－２８ 052-604-9511
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東海市 株式会社藤大興業　名古屋営業所 愛知県東海市荒尾町中屋敷８０番地１０ 052-604-4707

日進市 三幸土木株式会社　本社営業所 愛知県日進市北新町北鶯９１番地５ 0561-73-7788

日進市 ヤマト運輸株式会社　日進営業所 愛知県日進市米野木町家下１１６－１ 080-6604-5424

日進市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　名東営業所 愛知県日進市浅田町美濃輪１番１２ 052-808-1967

日進市 株式会社ベストランス　名古屋営業所 愛知県日進市藤島町長塚７４番２２ 0561-72-8415

半田市 有限会社丸十運輸　本社営業所 愛知県半田市鴉根町３丁目７番地の１２ 0569-27-8228

半田市 久栄運輸株式会社　本社営業所 愛知県半田市日東町１－６ 0569-24-6067

半田市 知多岬運輸株式会社　半田営業所 愛知県半田市瑞穂町６丁目７－６，７－５ 090-3304-6749

半田市 株式会社フジトランスライナー　半田営業所 愛知県半田市１１号地１９－２ 0569-23-7400

半田市 名鉄急配株式会社　半田営業所 愛知県半田市１１号地１８番９ 0569-23-1171

半田市 ダイセー倉庫運輸株式会社　半田営業所 愛知県半田市州の崎町２番地１１４ 0569-29-6700

半田市 株式会社豊福組運輸　半田営業所 愛知県半田市瑞穂町７丁目４－２３ 0569-26-6811

半田市 有限会社愛知高速運輸　本社営業所 愛知県半田市潮干町２番地の３ 0569-20-1601

半田市 愛知陸運株式会社　名南営業所 愛知県半田市中億田町１５１、１５２、１６０、１６１ 0569　-23-1121

半田市 剣運輸有限会社　本社営業所 愛知県半田市有楽町６丁目２２６番の１ 0569-24-6510

半田市 大興運輸株式会社　半田物流センター 愛知県半田市州の崎町２番地１８ 0569-20-0808

半田市 長友運輸有限会社　本社営業所 愛知県半田市花園町二丁目９番地の１７ 0569-89-9323

尾張旭市 東海運株式会社　旭営業所 愛知県尾張旭市下井町下井２０３５ 0561-53-0335

碧南市 三和運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県碧南市須磨町１－２４ 0566-48-3611

豊橋市 株式会社ティー・ワイ・エム　本社営業所 愛知県豊橋市老津町字沖田１０２番地１ 0532-39-5350

豊橋市 安東運送株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市神野新田町字二ノ割８－１ 0532-32-1135

豊橋市 知多産業運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市新西浜町２番地１１ 0532-39-3600

豊橋市 株式会社タナカ　豊橋営業所 愛知県豊橋市牛川通４丁目１番地の２ 0532-61-8314

豊橋市 中野商会株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市忠興二丁目６番地２２ 0532-39-7813

豊橋市
大五ロジスティクス株式会社　一里山東愛知物流セン

ター
愛知県豊橋市東細谷町字一里山９０番６４　１００番１ 0532-56-7011

豊橋市 菊池運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野新田町字サノ割２０番地２ 0532-32-0505

豊橋市 有限会社ＩＳＢ　本社 愛知県豊橋市細谷町字中尾１３９番地１ 0532-29-1650

豊橋市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　豊橋支店 愛知県豊橋市神野新田町タノ割５３番地 0532-34-3361

豊橋市 斉藤運送有限会社　本社営業所 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番地１９ 0532-33-1588

豊橋市 有限会社ツツイコーポレーション　本社営業所 愛知県豊橋市小向町字内田１３－８ 0532-34-7881

豊橋市 スリーエー物流株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市西浜町７番地６ボナール前芝３０１ 0532-39-9277

豊橋市 株式会社犬塚運輸　本社営業所 愛知県豊橋市牛川町字ギロウ２９－１ 0532-54-8880

豊橋市 衣浦物流株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野西町１丁目２番地 0533-69-4185

豊橋市 ヤマト運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野新田町タノ割５３番地 0532-34-2519
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豊橋市 アキタ株式会社　明海営業所 愛知県豊橋市明海町５番地１ 0532-39-4408

豊橋市 三栄運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町３３－１９ 0532-25-5911

豊橋市 日本郵便輸送株式会社　豊橋 愛知県豊橋市駒形町字海中５８－１ 0532-47-3408

豊橋市 名阪急配株式会社　豊橋サテライト 愛知県豊橋市高洲町字小島１４１－５ 0532-35-4688

豊橋市 有限会社三洲運輸　本社営業所 愛知県豊橋市大岩町字久保田４８－２０ 0532-41-1506

豊橋市 株式会社エスラインギフ　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町４－２７ 0532-23-3731

豊橋市 株式会社上組　豊川支店豊橋出張所 愛知県豊橋市明海町５－７４ 0532-23-1982

豊橋市 株式会社マイシン　本社営業所 愛知県豊橋市神野新田町字トノ割１５－１ 0532-31-4610

豊橋市 株式会社丸玉運送豊橋　本社営業所 愛知県豊橋市三弥町字元屋敷１０１番２、１０１番１３ 0532-65-5575

豊橋市 ヤマト運輸株式会社　豊橋西幸営業所 愛知県豊橋市西幸町浜池１１８－１ 080-5043-3179

豊橋市 ヤマト運輸株式会社　豊橋飯村営業所 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋西１２－２ 080-6604-5079

豊川市 ホイテクノ物流株式会社　豊川支店 愛知県豊川市大木町小牧１６８－１ 0533-92-1811

豊川市 有限会社前田運送　本社営業所 愛知県豊川市御油町池田２０番地４ 0533-87-0153

豊川市 アキタ株式会社　豊橋営業所 愛知県豊川市篠束町仲堀５番１ 0533-72-3288

豊川市 名鉄急配株式会社　豊橋営業所 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目６３番地 0533-65-7772

豊川市 近物レックス株式会社　豊橋支店 愛知県豊川市小坂井町八幡田９－２ 0533-78-4151

豊川市 有限会社吉田商事　本社営業所 愛知県豊川市大木町新道３３１－１ 0533-92-2203

豊田市 岡通運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊田市福受町下ノ切２４４ 0565-85-7133

豊田市 株式会社クリエイト　本社営業所 愛知県豊田市篠原町敷田３７－６ 0565-48-9061

豊田市 株式会社ハヤカワ運送　豊明営業所 愛知県豊田市聖心町４丁目１１番地２９ 0562-91-4811

豊田市 三栄工業株式会社　輸送事業部 愛知県豊田市高岡町巾着２６ 0565-53-8125

豊田市 株式会社東液供給センター　豊田事業所 愛知県豊田市西中山町向イ原４９ 0565-76-3820

豊田市 東陽物流株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市堤町道田２１－８ 0565-51-1781

豊田市 有限会社みなみ産業　本社営業所 愛知県豊田市堤町東住吉８７－１ 0565-51-3731

豊田市 司企業株式会社　本社営業所 愛知県豊田市本町中根９８番地 0565-53-6033

豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田土橋町営業所 愛知県豊田市土橋町２丁目２８－１ 080-5068-0834

豊田市 株式会社名豊管理　本社営業所 愛知県豊田市駒場町中山８１番地１ 0565-59-1555

豊田市 日豊高速運輸株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市深見町木戸３７０番地 0565-75-3010

豊田市 ウェルポート株式会社　愛知豊田営業所 愛知県豊田市堤町道田２１－８ 0565-51-5515

豊田市 ヤマト運輸株式会社　愛知足助営業所 愛知県豊田市御蔵町池鳥１０番地１ 080-6604-5437

豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田小坂本町営業所 愛知県豊田市小坂本町２丁目６２番地１ 080-6604-5427

豊田市 メイシン運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊田市本田町神明戸２２ 0565-53-6221

豊田市 トヨタ輸送中部株式会社　吉原営業所 愛知県豊田市吉原町平子２６番地１０５ 0565-53-3388

豊田市 スターライン株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市浄水町伊保原６１１－１ 0565-43-1301

豊田市 株式会社ケー・ツー　本社営業所 愛知県豊田市猿投町神郷９４－５ 0565-46-9090
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豊田市 トヨタ輸送中部株式会社　堤営業所 愛知県豊田市堤町六本松６番地 0565-53-6711

豊田市 三栄運輸株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市花園町南大切１３５ 0565-52-1721

豊田市 有限会社トキキャリーサービス　豊田営業所 愛知県豊田市高岡町新宮２番３ 0565-51-6505

豊田市 株式会社ロジコム・アイ　名古屋営業所 愛知県豊田市鴛鴨町郷上２００ 0565-25-9611

豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田香嵐渓営業所 愛知県豊田市西中山町山ノ田２０番７，２０番８ 080-6699-9052

豊田市 愛知陸運株式会社　細谷営業所 愛知県豊田市細谷町１丁目７１－１　７１－２ 0565-28-0202

豊田市 大興運輸株式会社　豊田支店 愛知県豊田市高岡町大西２３ 0565-51-6101

豊田市 理化トランスポート株式会社　本社営業所 愛知県豊田市上丘町中ノ坪２０番地 0565-51-3981

豊田市 岡通軽貨物急送株式会社　本社営業所 愛知県豊田市福受町下ノ切２１８番地２、２１９番地 0565-21-1100

豊田市 株式会社エスラインギフ　豊田営業所 愛知県豊田市福受町下ノ切３３ 0565-21-6101

豊田市 日発運輸株式会社　中部配送センター 愛知県豊田市鴛鴨町郷上２００ 0565-21-9111

豊田市 日発運輸株式会社　豊田配送センター 愛知県豊田市本新町６－２０ 0565-31-6555

豊田市 日発運輸株式会社　豊田梅坪営業所 愛知県豊田市東梅坪町５－１－１２ 0565-32-7680

豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田豊栄営業所 愛知県豊田市豊栄町３丁目１２７ 080-5045-8699

豊田市 株式会社小川産業　豊田営業所 愛知県豊田市緑ケ丘５丁目１３－８ 0565-29-2700

豊田市 株式会社キョウエイファイン　本社 愛知県豊田市寿町８丁目７０番地１ 0565-25-1815

豊明市 株式会社啓和運輸　中京営業所 愛知県豊明市栄町根崎９０番地１ 0562-57-8101

北名古屋市 朝日急配株式会社　本社営業所 愛知県北名古屋市中之郷八反５２ 0568-22-1662

北名古屋市 福井郵便逓送株式会社　名古屋営業所 愛知県北名古屋市山之腰五条２４番地２ 0568-25-0028

北名古屋市 有限会社ウエスト配送　本社営業所 愛知県北名古屋市法成寺戌亥出６８ 0568-23-9826

北名古屋市 倉本運送株式会社　本社営業所 愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西二丁目５７番地 0568-25-2626

北名古屋市 イズミ物流株式会社　名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色西１－３１ 0568-27-3325

北名古屋市 株式会社宮田運輸　小牧営業所 愛知県北名古屋市徳重土部５６－１ 0568-68-8666

北名古屋市 株式会社中通　中部営業所 愛知県北名古屋市鍛治ケ一色端須賀５５－４ 0568-27-2400

北名古屋市 希望運輸株式会社　北名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７５番地１ 0568-68-9589

北名古屋市 株式会社サンロジスティックス　名古屋営業所 愛知県北名古屋市六ツ師女夫越５ 0568-26-2650

北名古屋市 有限会社クリエイションカーゴサービス　本社営業所 愛知県北名古屋市久地野安田８５－１ 0568-65-9602

北名古屋市 ヤマト運輸株式会社　師勝南営業所 愛知県北名古屋市二子松江３５番１ 080-6604-5422

名古屋市 佐川急便株式会社　名東営業所 愛知県名古屋市名東区姫若町４０ 0570-01-0463

名古屋市 東洋運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区浮野町７５番地 052-506-9550

名古屋市 株式会社寺田自動車　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区砂原町５９番地 052-501-3071

名古屋市 株式会社山田商店　本社営業所 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５丁目３番地１ 052-383-0063

名古屋市 丸全電産ロジステック株式会社　名古屋 愛知県名古屋市港区昭和町１９ー１２ 052-612-2200

名古屋市 日名運輸株式会社　本社 愛知県名古屋市港区一州町８６番地の１ 052-381-7266

名古屋市 原田トータルサポート株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区打中二丁目１１１番 052-746-7731
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名古屋市 有限会社中村輸送　本社営業所 愛知県名古屋市西区児玉３－３５－３９ 052-522-0085

名古屋市 メーエン運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区六軒家６１７ 052-301-4030

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　かこまち営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目６０１番地 080-5068-2143

名古屋市 トランコムＤＳ株式会社　港センター 愛知県名古屋市港区木場町２－４１ 052-325-3007

名古屋市 株式会社ダイセーセントレックス　港営業所 愛知県名古屋市港区善進本町５１７ 052-655-5292

名古屋市 株式会社アシスト　守山事業所 愛知県名古屋市守山区青山台６２８－３ 052-725-8772

名古屋市 株式会社大広　本社営業所 愛知県名古屋市西区新木町９７番地５ 052-938-8750

名古屋市 濃飛倉庫運輸株式会社　名古屋貨物ターミナル営業所 愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４ 052-363-3111

名古屋市 有限会社南野物産急送　本社営業所 愛知県名古屋市南区南野２－３３１ 052-612-3459

名古屋市 服部鋼運株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区空見町２７ 052-398-1554

名古屋市 名古屋陸送株式会社　藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前一丁目８５７番地 052-309-3091

名古屋市 株式会社近藤産業　新南営業所 愛知県名古屋市南区浜田町２丁目７ 080-4525-7060

名古屋市 株式会社エクシング　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区中小田井４－２６７ 052-502-1391

名古屋市 名昭産業株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市北区天道町４－２０ 052-911-5226

名古屋市 株式会社オール・ウェイズ　守山 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字熊田４４５番２ 052-739-3802

名古屋市 朝日運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区正保町８－６０ 052-381-9361

名古屋市 有限会社サンクロトランスポート　本社 愛知県名古屋市港区宝神５丁目２９０５番 052-304-9771

名古屋市 平凡運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区城西２－１８－６ 052-524-1717

名古屋市 有限会社恒心　福船営業所 愛知県名古屋市中川区福船町３丁目１番地ー８９ 052-659-2000

名古屋市
株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店　名古屋事

業所
愛知県名古屋市港区潮見町３７番地４４、４５ 052-611-3338

名古屋市 株式会社グローバルエアカーゴ　中川ハブセンター 愛知県名古屋市中川区柳田町二丁目２７ 052-385-6790

名古屋市 株式会社大福　本社営業所 愛知県名古屋市熱田区千年１－９－５７ 052-653-2230

名古屋市 株式会社伊藤陸運　本社営業所 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町１－３９ 052-612-2521

名古屋市 東陽興業株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区船見町５７－３ 052-611-2461

名古屋市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　名古屋南支店 愛知県名古屋市港区宝神１丁目１７８番２ 052-685-0578

名古屋市 福山通運株式会社　名古屋南流通センター
愛知県名古屋市南区前浜通二丁目１、愛知県名古屋市南

区立脇町三丁目３
052-824-1221

名古屋市 株式会社名豊管理　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区神宮寺１丁目１１１番 052-389-2111

名古屋市 株式会社大橋倉庫　本社営業所 愛知県名古屋市西区十方町１７２ 052-501-2421

名古屋市 株式会社名港フラワーライン　本社 愛知県名古屋市港区船見町３４番地の１０ 052-747-8899

名古屋市 株式会社ファントランスポート　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神５－３４０６ 052-387-6581

名古屋市 セキサンドレー有限会社　名古屋営業所
愛知県名古屋市中川区戸田３丁目１９１０番地　プレイ

ス戸田２０３号
0567-69-8018

名古屋市 有限会社ジョイン引越ドットコム　本社営業所 愛知県名古屋市天白区島田２丁目７０８番地 052-800-8427
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名古屋市 株式会社名西運輸　本社営業所 愛知県名古屋市中村区新富町２－４－２６ 052-482-3341

名古屋市 有限会社慎洸　本社営業所 愛知県名古屋市北区如意５丁目１１番地２ 052-903-8562

名古屋市 中京通運株式会社　守山支店 愛知県名古屋市守山区新守西１９０４番地 052-796-5550

名古屋市 株式会社白青舎ロジコム　本社営業所 愛知県名古屋市東区矢田南３－５－６ 052-721-7331

名古屋市 大成運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区豊田５丁目１７－１３ 052-692-3301

名古屋市 ウェルポート株式会社　名古屋港 愛知県名古屋市港区藤前１丁目１１２１番 080-4078-2866

名古屋市 中京綜合警備保障株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中区栄３－３５０１ 052-261-5751

名古屋市 ダイセーエブリー二十四株式会社　名古屋西センター 愛知県名古屋市西区玉池町２１－１ 052-509-4571

名古屋市 新日本物流株式会社　名古屋事業所
愛知県名古屋市港区甚兵衛通５丁目１２－１みそらぎハ

イツＢ
052-355-6831

名古屋市 株式会社丸二運送　南陽営業所 愛知県名古屋市港区春田野１－１８０１ 052-301-1665

名古屋市 株式会社トーショー　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区千年３－１－２２ 052-652-0800

名古屋市 マルモメディカルサービス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区長筬町５丁目２０番地 052-419-1773

名古屋市 日本ロジテム株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区宝神１－２２７ 052-389-1025

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　熱田白鳥営業所 愛知県名古屋市熱田区南一番町３０６番 052-659-3317

名古屋市 株式会社大興　名古屋港営業所 愛知県名古屋市港区船見町５１番地 052-602-7707

名古屋市 株式会社宇徳組　本社営業所 愛知県名古屋市中村区沖田町１８２番 052-471-0611

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名東藤が丘営業所 愛知県名古屋市守山区四軒家２－３０７，３１９ 080-6604-5479

名古屋市 株式会社オカダ・エキスプレス　本社営業所 愛知県名古屋市西区比良二丁目２４番地 052-504-4581

名古屋市 岩田運輸株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区品川町１丁目１９番地 052-652-0205

名古屋市 株式会社ワイエム　本社営業所 愛知県名古屋市西区あし原町２９４番地 052-506-8626

名古屋市 中京運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区あし原町２００ 052-502-5326

名古屋市 杉山運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区並木２丁目７８ 052-411-5234

名古屋市 東京納品代行株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区長須賀１－２１２ 052-659-2850

名古屋市 株式会社ＤＮＰロジスティクス　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区瀬古３丁目１１３７ 052-791-5367

名古屋市 脇田運輸倉庫株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２８－２１ 052-582-1801

名古屋市 有限会社丸起産業　本社営業所 愛知県名古屋市港区高木町２－１５－３ 052-381-6708

名古屋市 丸岡運輸有限会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区あし原町１８２ 052-502-3221

名古屋市 株式会社明和ライナー　本社営業所 愛知県名古屋市港区善進本町４２５ 052-381-3922

名古屋市 藤栄運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市天白区道明町８６ 052-833-3982

名古屋市 名古屋急送株式会社　玉川営業所 愛知県名古屋市中川区玉川町２丁目１－２ 052-654-8220

名古屋市 中部運輸株式会社　藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前五丁目４０１番地の７ 052-304-4711

名古屋市 株式会社南部企業　本社営業所 愛知県名古屋市港区辰巳町３－５ 052-653-1725

名古屋市 中京急送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市天白区野並２丁目２２０ 052-896-2022

名古屋市 有限会社田島梱包　本社営業所 愛知県名古屋市西区南川町１６７ 052-502-2328
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名古屋市 山田運送株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区油屋町４丁目３５ 052-389-2230

名古屋市 星崎運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区南野２－５０ 052-612-1331

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　守山吉根営業所 愛知県名古屋市守山区百合が丘３１０１番地 080-5045-8939

名古屋市 株式会社丸善運輸　本社営業所 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通３－５１ 052-852-3261

名古屋市 アペニンコーポレーション株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市西区中小田井２－７６ 052-501-6311

名古屋市 株式会社グリーン・ネット　本社営業所 愛知県名古屋市緑区六田１丁目２４９ 052-622-0626

名古屋市 カネ幸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区昭明町５丁目１番３号 052-653-1000

名古屋市 猪高運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市名東区牧の原一丁目１０２番地 052-702-2261

名古屋市 株式会社ＵＡＣＪ物流　名古屋支店 愛知県名古屋市港区千年三丁目１０１番地３ 052-654-0006

名古屋市 ＳＢＳフレックネット株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区幸心３－１６０１ 052-796-4910

名古屋市 高末株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区藤前３－７０８ 052-301-1161

名古屋市 中京陸運株式会社　九号地営業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７番地１０２ 052-612-4795

名古屋市 三岐通運株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区藤前５－５３０ 052-302-1348

名古屋市 多摩運送株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市南区加福町３丁目５番 052-626-5590

名古屋市 ハートランス株式会社　名古屋営業所
愛知県名古屋市西区中小田井２丁目３６番地１、３５番

地
052-502-5591

名古屋市 株式会社アサヒセキュリティ　名古屋南営業所 愛知県名古屋市中川区富船町４丁目１番地の２ 052-369-1381

名古屋市 Ｊ・Ｎ物流株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区築三町１－２４ 052-659-1577

名古屋市 大進運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区枇杷島４－１７－１３ 052-521-6167

名古屋市 東亞興業株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区船見町１－４２ 052-612-5700

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋大須営業所 愛知県名古屋市中区千代田２丁目２０１ 080-5481-5879

名古屋市 株式会社ＫＹＯＴＳＵ　本社営業所 愛知県名古屋市中川区玉船町三丁目１番 052-655-1361

名古屋市
日本通運株式会社　海外引越名古屋オペレーションセン

ター
愛知県名古屋市港区船見町３１ 052-611-3722

弥富市 株式会社富士エコー　名古屋センター 愛知県弥富市鯏浦町中六８０番地　Ｃ－１０３ 0567-65-8511

弥富市 株式会社ダイセーセントレックス　弥富営業所 愛知県弥富市鎌倉町２９５ 0567-67-6701

弥富市
株式会社リョーウンエキスプレス　中部センター　弥富

営業所
愛知県弥富市操出６丁目７番１ 0567-69-6300

弥富市 株式会社チャーターズカンパニー　港営業所 愛知県弥富市楠二丁目４９番地４ 0567-55-7791

弥富市 みなと運送株式会社　名古屋営業所 愛知県弥富市東末広九丁目８番１ 0567-68-5855

弥富市
濃飛倉庫運輸株式会社　名古屋港ロジスティクスセン

ター
愛知県弥富市楠２丁目６５番２８ 0567-66-3101

弥富市 ティーケイエムトランスポート株式会社　本社営業所 愛知県弥富市平島中３丁目７７番地 0567-66-4600

弥富市 中部システム有限会社　本社営業所 愛知県弥富市鍋田町稲山３９３－５７ 0567-68-6363

弥富市 トールエクスプレスジャパン株式会社　名古屋支店 愛知県弥富市西中地町五右１９４－１ 0567-65-8811

13／15　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

弥富市 新和運輸株式会社　本社営業所 愛知県弥富市東末広九丁目１８－２ 0567-68-2081

弥富市 日本高速輸送株式会社　名古屋支店　名古屋営業所 愛知県弥富市楠１丁目６６ 0567-68-6411

弥富市 丸う運輸株式会社　本社営業所 愛知県弥富市中山町松山１－５１ 0567-65-4111

愛知郡 株式会社ヨコタロジスティクス中京　本社営業所
愛知県愛知郡東郷町春木台５丁目１－８　サンシャイン

２１　２０３
080-1609-0121

海部郡 名古屋平岩運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村金岡１４番地 0567-57-0111

海部郡 中京陸運株式会社　弥富営業所 愛知県海部郡飛島村大宝７丁目２７番地 0567-98-7770

海部郡 新潟道徳運輸株式会社　愛知営業所 愛知県海部郡飛島村飛島新田梅ノ郷東ノ割１４９－８ 0567-55-1530

海部郡 天真物流株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場２丁目６６－１ 0567-55-3313

海部郡 株式会社マッハイナリク　本社営業所 愛知県海部郡大治町大字花常字出口９１－１ 052-449-2224

海部郡 名海運輸作業株式会社　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村木場一丁目９４－１ 0567-57-0115

海部郡 弘田運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場二丁目３２番地 0567-55-0525

海部郡 株式会社メイサク　本社 愛知県海部郡飛島村東浜２丁目１－１１ 0567-57-0771

海部郡 丸金運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅５９ 0567-55-2350

海部郡 株式会社ジェイ・ロジコム　本社営業所 愛知県海部郡蟹江町今西１－１１４ 0567-96-4582

海部郡 坪内運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切９５５－１ 0567-55-2532

海部郡 森川運輸株式会社　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村元起四丁目３３番 0567-56-3331

海部郡 株式会社アスラック　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村木場二丁目５０番の２ 0567-55-3123

海部郡 アイカイ物流株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村東浜２－１－１０ 0567-55-2935

海部郡 名新陸運株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場１丁目３番、５番 0567-56-0211

海部郡 日本コンテナ輸送株式会社　名古屋支店 愛知県海部郡飛島村東浜１丁目４－１１ 0567-56-1771

額田郡 株式会社タナカ　本社営業所 愛知県額田郡幸田町大字大草字広野３２ 0564-62-1145

額田郡 愛知陸運株式会社　幸田営業所 愛知県額田郡幸田町大字須美字東山１５－１、１６－１ 0564-63-2222

西春日井郡 株式会社ＦＡＲ　ＷＥＳＴ　北営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字流川７０ 052-629-2338

西春日井郡 有限会社西村商会　本社営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪５４ 0568-28-2469

西春日井郡 名古屋急送株式会社　豊山営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水４５番 0568-65-8770

丹羽郡 ＯＳＯ株式会社　中京営業所 愛知県丹羽郡大口町大屋敷２丁目２５番１ 0587-95-5544

丹羽郡 ヤマト運輸株式会社　愛知丹羽営業所 愛知県丹羽郡大口町余野６丁目４９２ 080-6604-5419

丹羽郡 荒木運輸株式会社　東海配送センター 愛知県丹羽郡大口町下小口五丁目３９番 0587-94-2360

丹羽郡 有限会社まるさ運輸　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５２５ 0587-96-0341

丹羽郡 株式会社マルト輸送センター　名古屋支店 愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２８１番地 0587-96-0810

丹羽郡 株式会社東海通信資材サービス　東海物流センター 愛知県丹羽郡大口町新宮二丁目１４番 0587-96-0066

丹羽郡 有限会社ヒラノ流通　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町奈良子２－２３２－１ 0587-96-0828

丹羽郡 株式会社ベストカーゴ　小牧営業所 愛知県丹羽郡大口町中小口二丁目４５３番地 0587-95-7300

知多郡 秀和運輸株式会社　本社営業所 愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町１－８０ 0562-83-0011
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知多郡 佐川急便株式会社　知多営業所 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字道廻間１６－６９ 0570-01-0657

知多郡 株式会社丸運ロジスティクス東海　武豊営業所 愛知県知多郡武豊町字五号地１－１ 0569-73-3611

知多郡 東海西濃運輸株式会社　武豊支店 愛知県知多郡武豊町字ヒジリ田１５１－５ 0569-72-5114

知多郡 ビューテック運輸株式会社　知多営業所 愛知県知多郡武豊町旭１番地 0569-72-3237

北設楽郡 名倉運送株式会社　本社営業所 愛知県北設楽郡設楽町西納庫字森上２１－６ 0536-65-0086
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