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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）

綾部市 ヤマト運輸株式会社　綾部営業所 京都府綾部市味方町久保勝５０－１・２ 080-5045-3001

綾部市 株式会社ＮＢＳロジソル　京都営業所 京都府綾部市下八田町大坪３－１ 0773-43-2464

綾部市 株式会社関西丸和ロジスティクス　綾部事業所 京都府綾部市桜ヶ丘３丁目５－２ 0773-43-1000

宇治市 滋賀ポスタルサポート株式会社　京都営業所 京都府宇治市大久保町南ノ口４６番地１０１号 0774-54-5557

宇治市 三和輸送株式会社　本社営業所 京都府宇治市槙島町目川２０７ 0774-23-6312

宇治市 株式会社アサヒセキュリティ　京都営業所 京都府宇治市伊勢田町砂田１０３，１０４，１０５番地 0774-23-5810

宇治市 東陸ロジテック株式会社　京都事業所 京都府宇治市槇島町二十四３４番地 0774-22-9226

亀岡市 有限会社ＳＡＴＩＳ・ＦＡＣＴＯＲＹ　本社営業所 京都府亀岡市下矢田町垣添１－４ 0771-29-6178

京丹後市 日本インパクト株式会社　京丹後ＤＥＰＯ 京都府京丹後市大宮町森本小字大谷４０５１番地１ 0772-68-1188

京田辺市 太平洋輸送株式会社　本社営業所 京都府京田辺市草内橋折５８番地 0774-65-3944

京田辺市
株式会社ゼロ・プラス西日本　京都カスタマーサービス

センター
京都府京田辺市草内能戸１２－２ 0774-64-3249

京田辺市 株式会社ヤマトインテグレート　京都営業所 京都府京田辺市大住西北向２－１ 0774-39-8811

京田辺市 株式会社フジタ物流　本社営業所 京都府京田辺市大住池島３番１ 075-972-2050

京田辺市 株式会社ＤＮＰロジスティクス　京都運輸部 京都府京田辺市大住西北向２９－１ 0774-63-8802

京田辺市 ティービー株式会社　本社営業所 京都府京田辺市大住濱５５番地１３ 0774-65-3840

京都市 株式会社サンキョーワークス　本社営業所 京都府京都市伏見区久我本町１１－３ 075-394-6624

京都市 丸井今井配送株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽清井町１番地１、２番地１ 075-662-0077

京都市 ヤマト運輸株式会社　下京営業所 京都府京都市南区上鳥羽高畠町３７番地、３６番地 080-6698-7338

京都市 西京運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路貴船３５番地 075-621-3331

京都市 有限会社協和配送センター　本社営業所 京都府京都市右京区西院西貝川町５８－２ 075-872-0188

京都市 株式会社プレミアアシスト　京都サービスセンター 京都府京都市南区吉祥院嶋高町５７ 075-644-9616

京都市 株式会社大光商運　本社営業所 京都府京都市伏見区竹田西段川原町４５ 075-644-4537

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都 京都府京都市伏見区横大路芝生１０－１ 075-606-2926

京都市 株式会社トラスト物流　本社営業所 京都府京都市伏見区舞台町３５番地３４ 075-603-1312

京都市 株式会社クリンテック　本社営業所 京都府京都市南区久世上久世町５００番地 075-931-1980

京都市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　京都北支店 京都府京都市西京区下津林南中島８７ 075-392-7600

京都市 株式会社ＳＣＲＵＭ　京都 京都府京都市伏見区横大路千両松町６６－１、６７－１ 075-604-6868

京都市 株式会社つばめ急便　京都ロジスティクスセンター 京都府京都市伏見区淀美豆町４１４ー９ 075-633-5051

京都市 京都かんきょう株式会社　本社営業所 京都府京都市右京区西院東中水町８・９ 075-312-6671

京都市 ぎおん菊水運送株式会社　本社営業所
京都府京都市山科区西野山階町１３－１，１３－３，１

２－１２
075-581-3101
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京都市 株式会社アシスト　京都事業所 京都府京都市山科区東野中井ノ上町１１－１３ 075-925-5846

京都市 有限会社京都タカラ運輸　本社営業所 京都府京都市南区久世築山町２１０番地２ 075-925-0337

京都市 タカラ運送株式会社　本社営業所 京都府京都市南区久世築山町２１０－２ 075-925-0336

京都市 株式会社Ｔ２　本社営業所 京都府京都市南区久世築山町２１０番地２ 075-924-4141

京都市 株式会社田中産業　本社営業所 京都府京都市伏見区久我西出町２－１８ 075-925-3030

京都市 株式会社寺田自動車　京都営業所 京都府京都市南区吉祥院石原南町６０－２０３号室 075-661-7859

京都市 株式会社Ｃｅｅ　本社
京都府京都市伏見区横大路芝生３０番地４　京都中央ビ

ル２Ｆ２０４号
075-604-5773

京都市 株式会社北通　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町１５－１ 075-621-0045

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都美術品支店 京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町２６ 075-602-4193

京都市 ケイトランス株式会社　本社 京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町１番地 075-888-0308

京都市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　京都支店 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町２７－１，３３ 075-693-5152

京都市 株式会社関西丸和ロジスティクス　洛中センター 京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町１４番地 075-863-1615

京都市 株式会社プラッツ　本社 京都府京都市伏見区毛利町６８ 075-756-9935

京都市 株式会社ＪＬＭ　本社営業所 京都府京都市伏見区東菱屋町４２４番地 075-972-1888

京都市 有限会社ワークマスター　本社営業所 京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町４３ 075-693-7757

京都市 有限会社ヤマショウトランスポート　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽清井町４７－２ 075-681-4067

京都市 株式会社シーガル　南営業所 京都府京都市南区吉祥院石原南町４４番地 075-802-2910

京都市 株式会社クライムサービスライン　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽町田４９ 075-662-1972

京都市 株式会社協栄便　本社営業所 京都府京都市伏見区中島中道町４ 075-621-0852

京都市 五条運送株式会社　本社営業所 京都府京都市南区東九条南松田町３７－１ 075-661-6655

京都市 株式会社ＫＡＴＳＵＲＡ　本社営業所 京都府京都市南区久世築山町２６２番地１ 075-925-1095

京都市 株式会社ハナワトランスポート　京都営業所 京都府京都市南区吉祥院東前田町４７ 075-555-3371

京都市 株式会社ハート引越センター　京都営業所 京都府京都市伏見区中島中道町９１番 075-604-0337

京都市 間口バリュートランス株式会社　洛北営業所 京都府京都市左京区静市市原２４８番 0774-95-9010

京都市 有限会社宇野エキスプレス　本社営業所 京都府京都市山科区勧修寺縄手町６番地７番地 075-572-4311

京都市 ヤマト運輸株式会社　右京営業所 京都府京都市右京区西院西貝川町３３番地、３４番地１ 080-5068-0922

京都市 株式会社ＩＮＧコーポレーション　下鳥羽営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町１８ 075-612-3977

京都市 株式会社山本清掃　本社営業所
京都府京都市伏見区横大路千両松町１９６番地の１他１

１筆
075-623-5555

京都市 鹿野産業株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町３６番 075-661-8780

京都市 大洋運輸株式会社　南営業所 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町６８－０－２ 075-661-1717

京都市 近藤梱包株式会社　淀営業所 京都府京都市伏見区淀際目町１８７ 075-633-6633

京都市 株式会社新開トランスポートシステムズ　京都営業所 京都府京都市右京区西院月双町１０７ 075-311-5677

京都市 八坂運送有限会社　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽大物町１３，１４ 075-681-5767
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京都市 興南運輸倉庫株式会社　本社営業所 京都府京都市南区吉祥院這登中町５１ 075-681-6277

京都市 西濃運輸株式会社　京都支店 京都府京都市南区東九条南石田町７２－３ 06-4802-3022

京都市 才賀運輸株式会社　京都物流センター 京都府京都市南区東九条西河辺町５１ 075-661-1866

京都市 マンナ運輸株式会社　小野営業所 京都府京都市山科区小野高芝町３９番 075-575-2266

京都市 荒木運送株式会社　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽大物町２３ 075-661-1123

京都市 株式会社山本運送店　本社営業所 京都府京都市山科区勧修寺平田町１２５ 075-594-0581

京都市 有限会社丸喜運送店　本社営業所 京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町３ 075-681-6906

京都市 中信総合サービス株式会社　本社営業所 京都府京都市南区東九条南河辺町３５－２ 075-662-0228

京都市 株式会社山川運送　本社営業所 京都府京都市伏見区羽束師菱川町３９５ 075-932-4333

京都市 株式会社エフアンドケイ　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後８０番地 075-604-6668

向日市 株式会社西日本トランスポート　京都営業所 京都府向日市森本町佃２８番地 075-932-9326

向日市 共同倉庫株式会社　本社営業所 京都府向日市鶏冠井町馬司２４番地 075-931-3838

城陽市 株式会社ダイエックス関西　京都城陽ハブセンター 京都府城陽市寺田塚本２１６ 0774-54-5520

城陽市 株式会社アクティブ　本社営業所 京都府城陽市富野森山１５番地 0774-56-6006

長岡京市 西濃運輸株式会社　京都南支店 京都府長岡京市神足典薬１－７ 06-4802-3023

長岡京市 国勝運送株式会社　京都営業所 京都府長岡京市勝竜寺一町田６－８ 075-874-3515

長岡京市 日本通運株式会社　引越移転センター 京都府長岡京市神足柳田１０ 075-958-2717

八幡市 高山運輸株式会社　京都営業所 京都府八幡市下奈良野神４６番地 075-981-0101

八幡市 有限会社くぼしょう　本社営業所 京都府八幡市下奈良南頭１５番地 075-972-5220

八幡市 株式会社ケイ・ティー　京都営業所 京都府八幡市上津屋八王子１２４番地１１ 075-982-3331

八幡市 株式会社武蔵野ロジスティクス　京都営業所 京都府八幡市戸津水戸城５５ 075-874-3600

八幡市 株式会社ドリームトランスポート　本社営業所 京都府八幡市下奈良宮ノ道２５番３ 075-983-9200

八幡市 株式会社カンサイロジック　本社営業所 京都府八幡市上津屋中堤１５１番 075-981-7475

八幡市 株式会社シンワ・コーポレーション　本社営業所 京都府八幡市下奈良中ノ坪１３番地７ 075-925-6994

八幡市 有限会社野崎重機　本社営業所 京都府八幡市上津屋中堤１０４番 075-972-2680

八幡市 全京運輸株式会社　本社営業所 京都府八幡市川口別所６ 075-972-1100

八幡市 株式会社プロスタッフ　本社営業所 京都府八幡市上津屋八丁２７ 075-983-3751

八幡市 近物レックス株式会社　京都支店 京都府八幡市下奈良野神６３－１他１９筆 075-982-0044

八幡市 株式会社大阪西物流　京都営業所 京都府八幡市岩田六ノ坪５８番地５ 075-972-1885

八幡市 株式会社関西丸和ロジスティクス　京都南支店 京都府八幡市上津屋中堤１０６番 075-972-3925

八幡市 大阪サンエー物流株式会社　八幡営業所 京都府八幡市上奈良大門３－１ 075-972-0185

八幡市 株式会社明翔ライン　京都共同配送センター 京都府八幡市戸津水戸城５５ 075-972-0775

八幡市 株式会社読宣運輸　京都営業所 京都府八幡市上津屋林６１ 075-983-2202

舞鶴市 濃飛西濃運輸株式会社　舞鶴営業所 京都府舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３ 0773-76-3226
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舞鶴市
アジアマシナリーソリューションズ株式会社　舞鶴営業

所
京都府舞鶴市字下安久１０３６ 0773-75-7878

舞鶴市 丹後西濃運輸株式会社　舞鶴営業所 京都府舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３ 0773-76-3226

舞鶴市 株式会社京綾貨物輸送　舞鶴営業所 京都府舞鶴市字喜多１１０５－１３ 0773-76-5588

福知山市 後藤工業株式会社　本社営業所 京都府福知山市字荒河小字声田和１２番地の３５ 0773-23-2387

福知山市 日本通運株式会社　京滋警送支店福知山センター 京都府福知山市長田野町２－３９－７ 0773-27-0070

福知山市 関西急送株式会社　福知山営業所 京都府福知山市長田野町２－３９－４ 0773-27-5678

乙訓郡 佐川急便株式会社　大山崎営業所 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８番地 0570-01-0654

乙訓郡 間口ランドサービス株式会社　京都営業所
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本２１番、２３番

３、２４番３
075-958-3720

久世郡 環境物流株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町市田新珠城１２番地 0774-46-1110

久世郡 株式会社合通トラスコ　京都ロジスティクスセンター 京都府久世郡久御山町田井新荒見１２８ 0774-43-5506

久世郡 サンコー運送株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町栄３丁目１番地１８８ 080-4593-4676

久世郡 株式会社重田実業　本社営業所
京都府久世郡久御山町下津屋鯛ヶ鼻６４－１内田第３ビ

ル２Ｆ　ＪＳビジネスパーク３号室
0774-45-1357

久世郡 株式会社ヤマザキ物流　京都 京都府久世郡久御山町市田大領２－１３ 0774-25-5511

久世郡 株式会社ＺＩＯＮ　本社 京都府久世郡久御山町野村村東３７２－１ 075-874-2945

久世郡 株式会社三鷹商事　本社営業所 京都府久世郡久御山町下津屋室ノ城６０－１ 0774-43-9295

久世郡 株式会社岩瀬運輸機工　京都支店 京都府久世郡久御山町田井東荒見１２－１ 0774-46-1811

久世郡 宇治丸工運送株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町大字市田小字北浦４－７ 0774-43-0140

綴喜郡 株式会社ショーナン・ロジテック　京都 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字南口８－２ 0774-82-5703

綴喜郡 有限会社白石産業　本社営業所 京都府綴喜郡井手町井手野畑１７－４ 0774-82-5518
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