貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
近江八幡市
近江八幡市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市

事業所名
トールエクスプレスジャパン株式会社 近江八幡支店
株式会社関西丸和ロジスティクス 滋賀営業所
出版輸送株式会社 滋賀営業所
株式会社ケイシン
滋賀営業所
ダイワ運輸株式会社 栗東営業所
松田運送株式会社 本店営業所
名阪急配株式会社 栗東定温センター
有限会社ヒラタ 本社営業所
株式会社寺田自動車 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 滋賀支店
ヤマトマルチチャーター株式会社 滋賀営業所

栗東市

株式会社ロジネットジャパン西日本

滋賀支店

栗東市
栗東市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市

アヤハ運輸倉庫株式会社 本社栗東営業所
大阪第一作業株式会社 滋賀営業所
グリーン物流株式会社 滋賀支店
甲陸ロジスティクス株式会社 本社営業所
株式会社日東フルライン 湖南営業所
株式会社関西物流 本社営業所
株式会社大榮 滋賀営業所
株式会社しが山急 本社営業所
グロービック株式会社 湖南営業所
佐川急便株式会社 湖南営業所
日本陸送株式会社 滋賀営業所
石部近陸運送株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 滋賀支店
松岡満運輸株式会社 滋賀営業所
丸全昭和運輸株式会社 滋賀営業所
諸星運輸株式会社 滋賀営業所
株式会社丸麦運輸 滋賀営業所
東新物流株式会社 東新物流株式会社石部営業所
株式会社ケアフルプロモーション 湖南営業所

安全性優良事業所

（滋賀県）

住所
滋賀県近江八幡市西生来町字北岸前１２２４－１
滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山９５１番４
滋賀県栗東市小柿２丁目７－７
滋賀県栗東市下鈎２２３
滋賀県栗東市蜂屋字柿木立５８３－１
滋賀県栗東市小野１７９－１
滋賀県栗東市六地蔵１１６３
滋賀県栗東市上鈎９７番地３
滋賀県栗東市大橋一丁目９－２７－１０１
滋賀県栗東市下鈎９１７番地の１
滋賀県栗東市下鈎９１７－１
滋賀県栗東市辻５０１－２、５０２－２、５０３－３、
５０４－３
滋賀県栗東市手原８－１－７
滋賀県栗東市出庭５０７－１
滋賀県湖南市夏見８２９－５
滋賀県湖南市柑子袋２７８
滋賀県湖南市石部口３－４－３０
滋賀県湖南市朝国２６１－４
滋賀県湖南市下田４１７３番地１０
滋賀県湖南市石部南５丁目３番１３号
滋賀県湖南市柑子袋１５１－１
滋賀県湖南市岩根１６５６－２４
滋賀県湖南市夏見１７５番地
滋賀県湖南市石部北５－２－３
滋賀県湖南市中央３－２１－３
滋賀県湖南市朝国字蔵之海道１７８番１
滋賀県湖南市柑子袋字中之町２８８番１８
滋賀県湖南市夏見２１５０
滋賀県湖南市日枝町４－５
滋賀県湖南市石部北３丁目１－３０
滋賀県湖南市石部東６丁目５０８番地
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電話番号
0748-37-6160
0748-38-5500
077-553-8579
077-551-5005
077-554-6066
077-584-5816
077-551-5750
077-553-1467
077-585-7788
072-759-3921
077-568-8055
077-554-7695
077-553-3820
072-886-1223
0748-72-6641
0748-71-4580
06-6539-0211
0748-71-4233
0748-69-7730
0748-77-2331
0748-72-1810
0570-01-0609
0748-72-4640
0748-77-2229
0748-72-2392
0748-72-9071
0748-72-3625
0748-72-5600
0748-75-3331
0748-77-5234
0748-76-4650

R3.12.17
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

事業所名
イワタニ・エコ・ロジ株式会社 本社営業所
株式会社合通ロジ 滋賀支店
西濃運輸株式会社 滋賀支店
滋賀丸工運送株式会社 本社営業所
土山貨物運輸有限会社 本社営業所
株式会社岡山積載運輸 滋賀営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 滋賀営業所
有限会社忍通商 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 甲賀東営業所
滋賀運送株式会社 本社営業所

甲賀市

有限会社大裕急送

本社営業所

甲賀市
高島市
高島市

日発運輸株式会社 滋賀営業所
鵜野運送有限会社 本社
株式会社平安運輸倉庫 本社

高島市

株式会社中田運送

守山市
守山市
守山市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
草津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
長浜市
長浜市

株式会社元木物流 滋賀営業所
株式会社ジェネシス 滋賀営業所
有限会社西村商店 本社営業所
ＯＷＬ株式会社 本店営業所
京滋運輸株式会社 本社
有限会社ヤマモト運送 本社営業所
有限会社大宏運輸 本社営業所
株式会社丸留憲運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 草津郵便局
野々口石油株式会社 本社営業所
有限会社拾井商事 本社営業所
株式会社エコライン 滋賀営業所
日本通運株式会社 大津営業課
福井トナミ運輸株式会社 大津営業所
山田運送株式会社 本社営業所
三陽輸送株式会社 本社営業所
湖北通運株式会社 本社営業所
阿蘓運輸株式会社 朝日町営業所

本社営業所

住所
滋賀県湖南市菩提寺３２７－１４
滋賀県湖南市夏見字二ツ橋２１４７、２１４８－３
滋賀県湖南市針字六の坪２６６－１
滋賀県湖南市夏見字円満堂２１１７
滋賀県甲賀市土山町北土山５４６－１
滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘３２－２
滋賀県甲賀市水口町宇川字立原１３２６外
滋賀県甲賀市土山町大野４７８８ー９
滋賀県甲賀市甲南町野尻字酒屋垣内４１７番１
滋賀県甲賀市水口町名坂８２２，８２３
滋賀県甲賀市甲南町寺庄８０６－３夢咲きの里Ｈ２０３
号
滋賀県甲賀市水口町笹ヶ丘１－５
滋賀県高島市新旭町新庄１４３０
滋賀県高島市マキノ町新保字風呂田８１６番２
滋賀県高島市新旭町北畑字道掛田２０８，字十句９７１
－１
滋賀県守山市古高町８０８－３
滋賀県守山市岡町１００番地
滋賀県守山市播磨田町１３１８－１
滋賀県草津市下笠町５５４番地
滋賀県草津市笠山一丁目２－１１５
滋賀県草津市下笠町５５４－８
滋賀県草津市追分南３丁目９－２３
滋賀県草津市東矢倉２丁目３５－７
滋賀県草津市西渋川１ー３－３８
滋賀県大津市南比良５２０
滋賀県大津市比叡辻２丁目３０３
滋賀県大津市瀬田大江町５９－１
滋賀県大津市中庄２丁目１ー７３
滋賀県大津市瀬田大江町１３番地２２
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１９
滋賀県大津市瀬田大江町１３－１５
滋賀県長浜市大戌亥町７２６
滋賀県長浜市朝日町３２－１６
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電話番号
0748-74-0323
0748-72-3911
0748-72-2191
0748-72-5959
0748-66-0059
086-298-1234
0748-65-6377
0748-67-0086
0748-86-8252
0748-62-1197
0748-60-4705
0748-62-3121
0740-25-2460
0740-27-0180
0740-25-3010
077-583-1715
077-585-9081
077-514-1905
077-568-5103
077-561-2166
077-568-8250
077-526-7739
077-564-6277
077-562-0800
077-592-1103
077-572-7890
077-547-3002
077-522-6637
077-545-2340
077-544-2170
077-544-2180
0749-62-5014
0749-63-0362

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
長浜市
長浜市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

事業所名
株式会社ＫＵＢＯＸＴ 滋賀営業所
日軽物流株式会社 滋賀営業所
ニチカレ株式会社 本社営業所
ダイワ運輸株式会社 滋賀
有限会社有明運送 本社
太陽運輸株式会社 能登川営業所
株式会社大新 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 関西支店
三成物流株式会社 本社営業所
ダイイチ・トランスポート株式会社 本社
株式会社大翔物流 本社営業所
共同輸送株式会社 関西物流センター
大沢運送株式会社 滋賀支店
株式会社ワンビシアーカイブズ 関西センター運輸グ

東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

ループ
有限会社芸生トラフィック 本社営業所
大浪陸運株式会社 滋賀事業所
下田物流株式会社 本社営業所
滋賀貨物運輸株式会社 湖東支店
愛知車輌興業株式会社 滋賀営業所
株式会社ハロー・ネットワーク滋賀 本社

東近江市

八日市物流倉庫株式会社

八日市営業所

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
彦根市

株式会社サカイ引越センター 滋賀支社
株式会社滋賀運送竜王 彦根支店
株式会社オフィスシーマ 本社
すない株式会社 本社営業所
有限会社エフ物流 本社営業所
びわ貨物運送株式会社 彦根営業所

彦根市

福山エクスプレス株式会社

彦根市
米原市
米原市
米原市

東和運輸株式会社 彦根営業所
滋賀センコー運輸整備株式会社 米原営業所
株式会社ラック・ハーベスト 山東営業所
西田運輸株式会社 本社営業所

彦根営業所

住所
滋賀県長浜市内保町７５７番地
滋賀県長浜市酢５００
滋賀県東近江市今町１３９６－７
滋賀県東近江市青野町４７２５－１
滋賀県東近江市大清水町字南二本松４７９－２
滋賀県東近江市今町９４７
滋賀県東近江市蒲生岡本町１１７７－１１
滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１３３６
滋賀県東近江市東沖野三丁目８番２９号
滋賀県東近江市妙法寺町大林９４７－２９
滋賀県東近江市布施町向井田２２３４
滋賀県東近江市小田苅町内林４番１号
滋賀県東近江市池庄町字南野１１１１－１

電話番号
0749-74-8088
0749-73-4597
0748-42-1092
0748-27-8022
0749-45-3428
0749-85-3411
0748-55-8570
0748-43-1991
0748-24-9350
0748-23-6171
0748-20-0191
0749-45-5022
0749-45-3388

滋賀県東近江市寺町字栗林６１６－１

0748-23-5530

滋賀県東近江市五個荘清水鼻町２０７番地１
滋賀県東近江市五個荘石塚町２１５－４
滋賀県東近江市五智町字早馬３３６
滋賀県東近江市五個荘簗瀬町字上川原４－２
滋賀県東近江市宮川町２３６番地２
滋賀県東近江市小田苅町２４９０－１
滋賀県東近江市妙法寺町１１０１－３６・１１０１－３

0748-45-5022
0748-48-5073
0748-24-1181
0748-48-5565
0748-55-0125
0749-45-3330

７
滋賀県彦根市高宮町１４５６－８
滋賀県彦根市鳥居本町字馬ヶ前５９０番地の２
滋賀県彦根市森堂町６番地６０
滋賀県彦根市新海浜二丁目６番地２
滋賀県彦根市鳥居本町２９０１番地６
滋賀県彦根市鳥居本町字縄手２９０１－６
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３，５３１－３、鳥居
本町字返ル本５１３
滋賀県彦根市高宮町２１１
滋賀県米原市岩脇５９０番地
滋賀県米原市大清水１６０２番地１
滋賀県米原市村木１－１
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0748-22-3322
0749-21-5055
0749-21-0666
0749-28-1587
0749-43-7200
0749-26-0399
0749-26-0458
0749-26-3281
0749-24-4511
0749-52-8871
0749-58-8099
0749-55-0189

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
米原市

事業所名
本社営業所

澤運送株式会社

野洲市

株式会社藤翔運輸

本社営業所

野洲市
野洲市
野洲市
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡
犬上郡

株式会社ケイロジ 本社営業所
滋賀ニシリク株式会社 本社営業所
関西名鉄運輸株式会社 滋賀支店
株式会社ベストライン 滋賀支店
富士興業株式会社 滋賀営業所
株式会社近江ロジスティクス 本社営業所
澤田商運株式会社 本社営業所
都宝産業株式会社 滋賀営業所
名古屋東部陸運株式会社 滋賀営業所
しみず運送株式会社 滋賀支店
ＨＫＳトランスポート株式会社 本社
株式会社藤本運送 滋賀営業所
株式会社大昂商事 本社営業所
株式会社ケイロジ 彦根営業所
ニックフレート株式会社 滋賀営業所
株式会社ナツハラ 本社
株式会社ムロオ 彦根営業所
株式会社トーウン 彦根営業所

住所
滋賀県米原市岩脇字澤５９０
滋賀県野洲市西河原２４４０番地

電話番号
0749-52-4155
クレスト・エムⅡ

１０２号室
滋賀県野洲市大篠原字出口１６１０番地４、５
滋賀県野洲市上屋１４５番地４
滋賀県野洲市上屋１２３－７
滋賀県愛知郡愛荘町東円堂２５１１番１６
滋賀県愛知郡愛荘町島川字円城寺１２５番地
滋賀県愛知郡愛荘町沖字横田４５３
滋賀県愛知郡愛荘町岩倉１０７番地
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字石谷２３４番１
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５１６５
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字カミ山１－２２４
滋賀県犬上郡多賀町大字佐目６７５ー１２
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字大久保４９１－２
滋賀県犬上郡豊郷町沢５５６番地
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字桜本４５９－４
滋賀県犬上郡多賀町大字多賀２７０
滋賀県犬上郡豊郷町大字八町字宮西８０３番
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原桜本４５７－１
滋賀県犬上郡甲良町大字在士８９３
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077-589-5605
077-518-1111
077-588-0700
077-586-1415
0749-47-3788
0749-42-8033
0749-37-4526
0749-37-2027
0748-36-2901
0748-57-8150
0748-53-8050
0749-47-1534
0749-26-8288
0749-49-2350
0749-47-5680
0749-48-1766
0749-35-8188
0749-26-5055
0749-38-4503

主な輸送品目（任意掲載）

