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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）

茨木市 ノーヒ・ロジテック関西株式会社　北大阪営業所 大阪府茨木市宮島２丁目３番１号 072-633-0614

茨木市 未来物流株式会社　本社営業所 大阪府茨木市東宇野辺町３番９号 072-697-8797

茨木市 新三興物流株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市目垣３丁目５番６号 072-630-4119

茨木市 エフエスロジスティックス株式会社　大阪営業所
大阪府茨木市宮島２－１－１３　デリカフーズ㈱大阪事

業所内
072-634-1321

茨木市 ヤマト運輸株式会社　関西ゲートウェイ 大阪府茨木市松下町３－１ 072-655-2888

茨木市 大阪中央運輸株式会社　本社 大阪府茨木市東安威２－１２－７ 072-641-1115

茨木市 衣笠運送株式会社　茨木 大阪府茨木市五日市１丁目９番８号 072-627-3664

茨木市 ナカニシ運輸株式会社　本社 大阪府茨木市東中条町１２番４１・１０２号 072-637-3839

茨木市 株式会社ナンキライン　本社 大阪府茨木市宮島２丁目１番１３号 072-637-1088

茨木市 株式会社エムティーロジ　大阪営業所 大阪府茨木市中河原町９番１号３０２ 072-646-8046

茨木市 ＨＯＫＵＩＣＨＩロジスティクス株式会社　本社営業所 大阪府茨木市島１丁目２０番２２号 072-634-0113

茨木市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市豊原町１０－２８ 072-641-3331

茨木市 株式会社浪花商事　本社営業所 大阪府茨木市野々宮２－８－２９ 072-635-8500

茨木市 アンデス物流株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市島４丁目２７番１６号 072-630-0735

茨木市 大商運輸株式会社　本社 大阪府茨木市目垣３丁目６番５号 072-632-2350

茨木市 株式会社ＫａｎａｅＬｉｎｅ　大阪営業所 大阪府茨木市野々宮２丁目８番３０号 072-668-4781

茨木市 株式会社北部市場運送　本社営業所 大阪府茨木市島３丁目１２番２５号 072-637-3000

茨木市 株式会社アルファライン　本社営業所 大阪府茨木市横江１丁目２１番１号 072-637-2234

茨木市 ヤマト運輸株式会社　茨木南営業所 大阪府茨木市新堂２－４８０－１，４８１－１ 080-5045-1320

茨木市 ヤマト運輸株式会社　茨木新庄営業所 大阪府茨木市新庄町３番２７号 080-6604-9948

茨木市 株式会社エヌティロジスティクス　大阪営業所 大阪府茨木市島１丁目２２番３６号 072-636-7870

茨木市 株式会社ハンワ　本社 大阪府茨木市南目垣２丁目５番３８号 072-638-8080

茨木市 池田興業株式会社　大阪支店 大阪府茨木市西河原２－２１－１２ 072-624-2244

茨木市 株式会社ハセコン運輸　本社営業所 大阪府茨木市太田３丁目１番６号 072-622-2714

茨木市 西多摩運送株式会社　大阪営業所 大阪府茨木市東安威１－１８－１０ 072-643-6645

茨木市 有限会社扶桑物流　大阪営業所 大阪府茨木市新堂三丁目２番１９号 072-652-0318

茨木市 東洋メビウス株式会社　茨木支店 大阪府茨木市東宇野辺町１－８１ 072-626-6706

羽曳野市
ファイズトランスポートサービス株式会社　南大阪営業

所
大阪府羽曳野市向野３丁目１３－２０ 072-978-8730

羽曳野市 白鷺運輸株式会社　南 大阪府羽曳野市野４９０－１ 072-952-3020

羽曳野市 エナジーエクスプレス株式会社　本社 大阪府羽曳野市はびきの５丁目２２番５号 072-936-3200

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大阪府）
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羽曳野市 トランスポートアトミック株式会社　本社 大阪府羽曳野市大黒８４－１ 072-957-6155

羽曳野市 株式会社マルホ運輸　羽曳野事業所 大阪府羽曳野市埴生野１０６７番地１ 072-937-5135

羽曳野市 株式会社グリーンライズ　南大阪営業所 大阪府羽曳野市野６２１番９ 072-936-1125

羽曳野市 大阪低温物流株式会社　本社営業所 大阪府羽曳野市軽里３－２１８－１ 072-958-4381

河内長野市 河内長野貨物運送株式会社　本社営業所 大阪府河内長野市原町１丁目１９番３号 0721-52-3330

河内長野市 株式会社イズミサービス　本社営業所 大阪府河内長野市野作町１４番２１号２Ｆ 0721-50-0800

河内長野市 丸長運送株式会社　河内長野営業所 大阪府河内長野市上原西町６番２０号 0721-50-1076

貝塚市 藤澤環境開発株式会社　大阪支店 大阪府貝塚市畠中２丁目２１番８号 072-433-1119

貝塚市 株式会社ラインアップ　南大阪営業所 大阪府貝塚市三ツ松６９４番地１ 072-421-3600

貝塚市 ヤマト運輸株式会社　貝塚西営業所 大阪府貝塚市二色南町８番１ 072-430-5807

貝塚市 日軽物流株式会社　大阪営業所 大阪府貝塚市二色北町１－１７ 072-430-5106

貝塚市 岡田運送株式会社　本社営業所 大阪府貝塚市港１５番地 072-432-8910

貝塚市 トールエクスプレスジャパン株式会社　貝塚支店 大阪府貝塚市港１７－８ 072-431-1721

貝塚市 株式会社ＫＴＬ　本社営業所 大阪府貝塚市二色中町１０－２ 072-429-2200

岸和田市 兼杉運送株式会社　本店 大阪府岸和田市大北町１番３号 072-422-0618

岸和田市 松井運送株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市木材町１２番７ 072-432-1907

岸和田市 上山　有子　Ｕｅｋｅｎ 大阪府岸和田市沼町１９番１２号 072-433-8989

岸和田市 昭和合同貨物株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市下松町９１６－４－３１３号 072-441-0660

岸和田市 光和輸送株式会社　大阪事業所 大阪府岸和田市木材町１６－７ 072-433-3554

岸和田市 八木運送株式会社　本社 大阪府岸和田市西大路町１７－１ 072-443-2862

岸和田市 ランナープロデュース株式会社　本社 大阪府岸和田市神須屋町４９２番地の１４ 072-447-5276

岸和田市 株式会社クロヒジ　本社 大阪府岸和田市木材町１１番地１４ 072-438-2304

岸和田市 物流ネットワーク関西株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市臨海町１８番地 072-436-8841

岸和田市 株式会社ケーシーエス　本社営業所 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目２番１５号 072-443-8723

岸和田市 有限会社北星運輸　本社営業所 大阪府岸和田市新港町１０－３３ 072-436-1594

岸和田市 北海運輸株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市新港町１０－２２（２階） 072-436-1523

交野市 下田物流株式会社　大阪営業所 大阪府交野市幾野４丁目２０番１号 072-892-1151

交野市 ランナープロデュース株式会社　北大阪営業所 大阪府交野市天野が原町三丁目１－７ 072-810-6777

交野市 北商陸運株式会社　本社営業所 大阪府交野市幾野６－２５－１２ 072-891-6626

交野市 ヤマト運輸株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田北５－３－１８ 080-5045-1048

高石市 堺阪南運送株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２－８ 072-268-1585

高石市 泉物流産業株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目１番地 072-268-3458

高石市 ロジトライ関西株式会社　堺事業所
大阪府高石市高砂１－１　ＥＮＥＯＳグローブ株式会社

大阪ガスターミナル内
072-269-2888

高石市 南大阪いづみ運輸株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目２番７号 072-268-3450
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高槻市 株式会社勝元　本社 大阪府高槻市柱本５丁目２８番１１号 072-679-1313

高槻市 株式会社マツキ　本社 大阪府高槻市大和２丁目３番５号 072-675-3330

高槻市 株式会社ユアサロジテック　本社営業所 大阪府高槻市辻子３丁目２１番１号 072-674-2607

高槻市 有限会社ロジテック三島　本社営業所 大阪府高槻市安岡寺町３丁目１９番１０号 072-691-5040

高槻市 共和運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市浦堂本町３６－３１ 072-678-7392

高槻市 とどろき運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市柱本新町１７番１０号 072-677-3350

高槻市 株式会社平田商事　高槻 大阪府高槻市野田３丁目３２番１３号 072-675-2530

高槻市 山本商運株式会社　本社営業所 大阪府高槻市唐崎南１－３１－１ 072-679-2515

高槻市 株式会社松商重機興業　高槻営業所 大阪府高槻市南平台３丁目３１－２８ 072-690-4311

高槻市 山鉄運送株式会社　本社営業所 大阪府高槻市登町５５－１０ 072-672-0690

高槻市 大阪三興物流株式会社　北大阪営業所 大阪府高槻市玉川３丁目１－５ 072-678-4510

高槻市 株式会社大崎　大阪営業所 大阪府高槻市宮田町１丁目５番１０号 072-694-5055

高槻市 グリーン物流株式会社　本社営業所 大阪府高槻市西面北２丁目１９番１号 072-679-1500

高槻市 菱自運輸株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市井尻２－１３－１ 072-669-1155

阪南市 株式会社福井　本社営業所 大阪府阪南市尾崎町５－９－３ 072-472-4209

堺市 株式会社合通トラスコ　美原本部 大阪府堺市美原区黒山４３－１ 072-362-8512

堺市 株式会社合通トラスコ　初芝営業所 大阪府堺市東区日置荘西町１－６－１ 072-287-2049

堺市 株式会社イトー急行　大阪営業所 大阪府堺市美原区黒山６９０－３ 072-361-7118

堺市 新協運輸株式会社　本社 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３－１６５－５ 072-279-8144

堺市 𠮷川輸送株式会社　堺営業所 大阪府堺市堺区築港南町８番地 072-225-5308

堺市 エフワン流通株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区築港新町２丁６－７ 072-244-4561

堺市 株式会社讀宣運輸　南大阪 大阪府堺市堺区海山町２丁１２２番 072-238-7620

堺市 飛騨運輸株式会社　南大阪支店 大阪府堺市美原区菅生５８１ 072-361-3840

堺市 坪本運送株式会社　大阪営業所 大阪府堺市中区八田北町５５６－１ 072-270-9321

堺市 山手運送株式会社　大阪 大阪府堺市中区土塔町２１６４番地１ 072-239-1116

堺市 山信物流有限会社　本社営業所 大阪府堺市美原区多治井１３６－１ 072-247-5851

堺市 ひかり物流株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区さつき野東三丁目６番地１１ 072-320-6775

堺市 大長運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区丹上３１５番地１ 072-362-3821

堺市 株式会社オプラス　大阪営業所 大阪府堺市東区北野田８２７番地 072-289-2840

堺市 早崎運送株式会社　本社 大阪府堺市堺区山本町５－１０４ 072-232-7729

堺市 株式会社トータルプラン・ナカニシ　本社営業所 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８番地 072-262-3400

堺市 津野山陸運株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区今井１１９－２ 072-362-2326

堺市 有限会社三宝物流　本社営業所 大阪府堺市堺区南島町３丁１３０番地 072-222-5538

堺市 粉浜運輸株式会社　本社 大阪府堺市西区浜寺船尾町西３丁６１、６８－１ 072-261-6702

堺市 白鷺運輸株式会社　本社 大阪府堺市美原区平尾２３１－２ 072-369-3738
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堺市 株式会社引越社　和泉営業所 大阪府堺市北区北花田町４丁１０６番地１６ 0722-56-2626

堺市 有限会社カナタ運送サービス　本店 大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁１２番２４号 072-245-5523

堺市 株式会社神戸屋ロジスティクス　美原営業所 大阪府堺市美原区平尾２３２５南棟２階 072-369-5600

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺中営業所 大阪府堺市中区見野山２１８－２他１１筆 072-236-4436

堺市 大阪運輸倉庫株式会社　堺小型営業所 大阪府堺市西区石津西町９－１ 072-241-4100

堺市 小田運輸倉庫株式会社　本社 大阪府堺市西区浜寺石津町東１－１－１５ 072-241-2404

堺市 株式会社スリーピース　本社営業所 大阪府堺市美原区小平尾８３５－１ 072-363-8250

堺市 和光運輸株式会社　堺営業所 大阪府堺市中区土塔町１４８番５ 072-239-1101

堺市 株式会社ハードゥン　大阪営業所 大阪府堺市堺区北波止町４２－１８ 072-221-0215

堺市 堀田運送株式会社　堺事業所 大阪府堺市築港新町３丁１４番１ 072-280-0801

堺市 株式会社セントウエス　本社営業所 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８番地 072-266-0088

堺市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁４１ 072-262-0600

堺市 株式会社アストライン　堺営業所 大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－２３５ 072-266-0055

堺市 小林運輸株式会社　本社 大阪府堺市西区築港新町１－５－１１ 072-243-6439

堺市 株式会社ロジメディカル　大阪営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１５５ 072-282-6735

堺市 大田貨物運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市堺区海山町３丁１４７番地 072-238-0061

堺市 株式会社ケイエスシイ　本社営業所 大阪府堺市南区庭代台４－７－１５ 072-293-5566

堺市 富久屋運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町東３－６－３４ 072-244-7082

堺市 ブルーエキスプレス株式会社　三宝営業所 大阪府堺市堺区海山町７－２３１－３ 072-229-3963

堺市 株式会社フジライン　本社営業所 大阪府堺市中区見野山２０９ 072-239-2801

堺市 株式会社フジラインエキスプレス　本社 大阪府堺市南区宮山台３－１－２２－４０９ 072-239-3227

堺市 大阪平岩運輸有限会社　堺営業所 大阪府堺市西区石津西町１６番地 072-241-4804

堺市 山九株式会社　大阪鉄鋼支店 大阪府堺市堺区松屋町１丁６番地７ 072-233-0939

四條畷市 東和運送株式会社　門真支店
大阪府四條畷市岡山東２丁目１－１１　忍ヶ丘ショッ

パーズビル３０２号
072-878-1237

四條畷市 アトム物流株式会社　本社 大阪府四條畷市岡山東２－１－１１ 072-877-1011

守口市 ミドリ運輸株式会社　本社営業所 大阪府守口市東郷通２－１３－１９ 06-6998-9691

守口市 株式会社谷山運送　本社 大阪府守口市東郷通２－１４－１８ 06-6996-1633

守口市 ヤマト運輸株式会社　守口八雲営業所 大阪府守口市八雲中町３丁目１３－３２ 080-5045-1351

守口市 株式会社引越社　守口営業所 大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（３Ｆ） 06-6994-2626

守口市 ワールド実業株式会社　本社営業所 大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号 06-6991-7079

松原市 尾上運送株式会社　大阪営業所
大阪府松原市丹南１丁目４１０番地の１　小山株式会社

内
090-5976-4795

松原市 株式会社パルフェライン　本社営業所 大阪府松原市立部５丁目７番２２号 072-284-9791
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松原市 大阪サンヱー物流株式会社　松原営業所
大阪府松原市丹南６丁目５０８番地　トーカン松原共配

センター内
072-339-1266

松原市 五黄物流株式会社　天美営業所 大阪府松原市天美東７－１２－１８－１０２・２０２ 072-250-2222

松原市 株式会社エクシード　本社 大阪府松原市三宅中６丁目１番３０号 072-338-2113

松原市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　松原営業所 大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号 072-339-0710

松原市 トールエクスプレスジャパン株式会社　松原支店 大阪府松原市三宅西６丁目８９５－１ 072-336-6151

寝屋川市 有限会社ネットワークエキスプレス　本社営業所 大阪府寝屋川市仁和寺本町３丁目１０番２２号 072-830-1000

寝屋川市 株式会社寺田自動車　大阪寝屋川営業所 大阪府寝屋川市仁和寺本町４丁目１１－２７ 072-813-7188

寝屋川市 朝日町運輸倉庫株式会社　寝屋川 大阪府寝屋川市楠根南町１－２ 072-823-0881

寝屋川市 有限会社ドルフィン物流サービス　本社営業所 大阪府寝屋川市楠根北町２番１９－３０５ 072-803-5885

寝屋川市 多摩運送株式会社　大阪営業所 大阪府寝屋川市萓島東３－２４－１２ 072-822-8621

寝屋川市 福山通運株式会社　寝屋川支店 大阪府寝屋川市豊里町３７－３０ 072-826-3571

寝屋川市 ニシリク株式会社　本社営業所 大阪府寝屋川市池田新町１９－３０ 072-839-6666

吹田市 ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　関西営業所 大阪府吹田市岸部南３－３４－１ 050-3819-9922

吹田市 株式会社プレミアアシスト　北大阪サービスセンター 大阪府吹田市南金田２－３－６ 06-7688-5552

吹田市 株式会社サカイ引越センター　新大阪支社 大阪府吹田市吹東町６２ 06-6318-1401

吹田市 株式会社合通ロジ　吹田貨物ターミナル支店
大阪府吹田市芝田町１番２２号　吹田貨物ターミナル駅

構内
06-6170-5389

吹田市 ホッコウ物流株式会社　近畿物流センター 大阪府吹田市清水１２番４号 06-6875-3693

吹田市 ピアノ運送株式会社　大阪営業所 大阪府吹田市山田西２丁目７－７ 06-6878-0871

吹田市 株式会社メイセイ物流　千里ニュータウン営業所 大阪府吹田市津雲台７丁目２番Ｄ１０２ 06-6871-1881

吹田市 エービーカーゴ西日本株式会社　吹田営業所 大阪府吹田市南吹田３丁目２番５６号 06-6384-3620

摂津市 アウルグループ株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼本町三丁目１６番１号 072-654-0100

摂津市 有限会社フジコー　大阪事業所 大阪府摂津市鳥飼本町４－１４－１２ 072-665-9772

摂津市 株式会社エルライン　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼銘木町２０番５３号 072-653-1246

摂津市 東大運輸株式会社　本社 大阪府摂津市鶴野４－１－２６ 072-633-7410

摂津市 株式会社明翔ライン　常温一括大阪北センター 大阪府摂津市東別府１丁目４－９ 06-6827-0055

摂津市 株式会社ミタカ・リノベイト　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼西３丁目１３番１号 072-646-5277

摂津市 名糖運輸株式会社　摂津物流センター 大阪府摂津市一津屋３－２１－１ 06-6340-8865

摂津市 梅田運輸倉庫株式会社　鳥飼営業所 大阪府摂津市鳥飼本町２－１０－５７ 072-654-4997

摂津市 株式会社藤本運送　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目６ 090-3036-6055

摂津市 株式会社ブレックス　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番６２号 072-653-2201

摂津市 株式会社ニッシン・ロジスティクス　大阪 大阪府摂津市鳥飼本町３－２－３５ 072-653-7733

摂津市 双葉運送株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目１２番２１号 072-653-1922

摂津市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北大阪支店 大阪府摂津市鳥飼上２丁目４－２０ 072-650-1201
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摂津市 浪輪ケミカル株式会社　大阪事業所 大阪府摂津市鳥飼本町３丁目１０番１７号 072-654-6071

摂津市 株式会社江川商運　本社 大阪府摂津市鳥飼上４－６－１０ 072-654-0093

摂津市 王子陸運株式会社　大阪北営業所 大阪府摂津市鳥飼西３－１１－１ 072-650-5700

摂津市 大南運送株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼上５丁目２－５２ 072-653-2671

摂津市 有限会社拓海ロジリューションエクスプレス　本社 大阪府摂津市鶴野４丁目１０６番地 072-638-2626

摂津市 株式会社合通ロジ　カネカ大阪配送センター 大阪府摂津市鳥飼西５丁目１番１号 072-654-3772

摂津市 株式会社風雅ロジスティクス　摂津営業所 大阪府摂津市鶴野１丁目４番１９号 072-635-5541

摂津市 新三興物流株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼新町２－３１－２９ 072-650-3527

摂津市 株式会社アスリート　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼下三丁目８番５号 072-646-5667

摂津市 ダイハート物流株式会社　摂津物流センター 大阪府摂津市新在家２丁目２番２号 06-6340-0234

摂津市 大阪北運輸株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼上２丁目２番１８号 072-653-0500

摂津市 株式会社エスラインギフ　摂津営業所 大阪府摂津市東別府３－６６７－３ 06-6349-7123

摂津市 ヤマト運輸株式会社　摂津鶴野営業所 大阪府摂津市鶴野３丁目３番２０号 080-6604-5069

摂津市 オオヨド急運株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼本町３丁目７番１０号 072-654-0766

摂津市 中央陸運株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼銘木町２番地２９号 072-654-8709

摂津市 成美運輸株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼西３丁目１１－１ 072-653-0801

摂津市 ヤマト運輸株式会社　摂津鳥飼上営業所 大阪府摂津市鳥飼上３丁目２番１７号 080-5451-9070

泉佐野市 宇賀急配株式会社　本社 大阪府泉佐野市笠松１－１－７ 072-462-1515

泉佐野市 山藤運輸株式会社　本店営業所 大阪府泉佐野市住吉町５－３ 072-462-8731

泉佐野市 フジエアカーゴ株式会社　りんくう営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７ 072-469-5902

泉佐野市 株式会社リープラインロジスティクス　本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町５番１号 072-493-9323

泉佐野市 株式会社清丸運輸　本社営業所 大阪府泉佐野市上之郷３１７９－１ 072-467-4877

泉佐野市 日本空輸株式会社　関西空港センター営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北５－６ 072-458-2381

泉佐野市 紀泉運送株式会社　本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町５－７ 072-463-2569

泉佐野市 髙山運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町１１－８，８－１９ 072-464-4625

泉大津市 毘双運輸株式会社　大阪営業所 大阪府泉大津市板原町５丁目１３９０番地 075-748-7810

泉大津市 株式会社合通トラスコ　泉大津営業所 大阪府泉大津市寿町４ー４１ 072-521-8902

泉大津市 池辺運送株式会社　泉大津 大阪府泉大津市小津島町２－１１ 0725-22-2037

泉大津市 日本陸送株式会社　大阪営業所 大阪府泉大津市小津島町４番地８ 0725-31-1922

泉大津市 八千代陸運株式会社　泉北営業所 大阪府泉大津市臨海町１丁目２１番地 0725-22-5158

泉大津市 エフワン流通株式会社　本社 大阪府泉大津市我孫子６０１ 0725-22-4222

泉大津市 向洋運輸株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市臨海町１丁目１５番２ 0725-21-2117

泉大津市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市汐見町１０４番地 0725-23-8011

泉大津市 松堂運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市汐見町９８ 0725-33-0201

泉大津市 有限会社マネックス　本社営業所 大阪府泉大津市汐見町９８ 0725-33-0725
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泉大津市 南開物流株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市昭和町１６－１ 0725-20-5666

泉南市 日配物流株式会社　本社営業所 大阪府泉南市信達市場１１０１ 072-483-0868

泉南市 株式会社Ｍ＆Ｆ　樽井営業所 大阪府泉南市樽井６丁目２６－１１　樽商ビル３F 072-480-6533

泉南市 有限会社藤原運送　本店 大阪府泉南市幡代１－１１－７ 072-483-1140

大阪市 大正運輸興業株式会社　本社 大阪府大阪市西区南堀江４－２８－９ 06-6541-9761

大阪市 株式会社山久陸運　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港中６ー１０ー４ 06-6614-4003

大阪市 株式会社合通トラスコ　南大阪センター 大阪府大阪市住之江区南港東８－４－４７ 06-6612-1160

大阪市 株式会社ソニックフロー　大阪営業所 大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目５－８－３０３ 06-6195-6181

大阪市 南港物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６番９号 06-6606-8611

大阪市 京阪神セキュリティサービス株式会社　大阪 大阪府大阪市浪速区稲荷１丁目５番３３ 06-6561-2533

大阪市 日通関西物流株式会社　梅田 大阪府大阪市福島区福島６－２５－２ 06-6451-1442

大阪市 株式会社ＮＳＵ物流サービス　大阪支店 大阪府大阪市住之江区平林南２－４－２３ 06-6682-5715

大阪市 浪速運送株式会社　汐見橋 大阪府大阪市浪速区桜川３丁目８番４７号 06-6562-0466

大阪市 高砂運輸株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目２－５７－２０１ 06-4703-5996

大阪市 株式会社勇行物流　本社営業所 大阪府大阪市城東区古市１丁目２１－２７ 06-6753-9311

大阪市 株式会社陽翔通商　住之江営業所 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－９ 06-6655-0915

大阪市 有限会社東豊産業　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東３－２－５２ 06-6569-3117

大阪市 株式会社トランスポート２１　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区西島１－１－２ 06-6478-2101

大阪市 株式会社太伸エキスプレス　南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号２０９号

室
0725-40-0881

大阪市 太伸興業株式会社　南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号２０８号

室
0725-40-0881

大阪市 サンコー運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市城東区永田２－５－５ 06-6963-0821

大阪市 株式会社千里カーゴサービス　　本社 大阪府大阪市此花区常吉２－４－３ 06-6460-0787

大阪市 株式会社二村運送店　本社営業所 大阪府大阪市西成区津守３－８－５７ 06-6661-2409

大阪市 有限会社日浦興業　本社 大阪府大阪市平野区瓜破東八丁目７番１号 06-6555-7281

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪南 大阪府大阪市住之江区南港東８－１－１９ 06-6569-3202

大阪市 大阪サンヱー物流株式会社　西淀川 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１２番８９ 079-429-6466

大阪市 株式会社丸幸陸運　本社 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目２－８１ 06-6684-2281

大阪市 ダイワ運輸株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目７－２２ 06-6614-3311

大阪市 有限会社Ｔ．Ｍサービス　本社 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目６－９３ 06-6115-6400

大阪市 株式会社ＮＢＳロジソル　大阪港
大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１番１０号ＡＴＣビ

ルＩＴＭ棟３Ｆ　Ｈ－１１号
06-6613-2533

大阪市 株式会社新陸運輸　本社 大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目１８番２１号 06-6553-0331

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪北 大阪府大阪市北区大淀北１－６－５ 06-6457-1300
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大阪市
株式会社ゼロ・プラス西日本　大阪カスタマーサービス

センター
大阪府大阪市住之江区南港南４丁目２番地１６７番地 06-6616-6237

大阪市 株式会社タウンカーゴ　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目９番６３号 06-6453-0037

大阪市 ヤマト運輸株式会社　本町 大阪府大阪市都島区中野町５－１０－１３７ 06-6926-2701

大阪市 大阪城東運送株式会社　本社 大阪府大阪市城東区中央１－１３－１３ 06-6931-2250

大阪市 日本梱包運輸倉庫株式会社　枚方営業所南港事務所 大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９ 06-6612-3377

大阪市 都南運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市城東区永田４丁目１３番１号 06-6962-7325

大阪市 衣笠運送株式会社　大阪物流センター 大阪府大阪市港区弁天６丁目５番５号 066-571-8218

大阪市 株式会社日東フルライン　大阪中央 大阪府大阪市港区福崎２－２－１ 06-6539-0211

大阪市 福山通運株式会社　大阪支店 大阪府大阪市福島区大開４－１－１８ 06-6462-5251

大阪市 協同運輸株式会社　本社 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１７番３１号 06-6552-1101

大阪市 株式会社ミーノ　大阪営業所 大阪府大阪市東成区大今里南１－２２－１４　４０７号 06-6748-0248

大阪市 高出運輸有限会社　大阪 大阪府大阪市住之江区南港南４丁目１番地３０ 06-6616-5566

大阪市 橋本運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区三先１－６－７ 06-6571-0333

大阪市 株式会社ナステック物流　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区西島１丁目１番１００号 06-6478-8500

大阪市 ワールドトランス株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号 06-6690-7316

大阪市 株式会社カイシン物流サービス　本社 大阪府大阪市此花区西九条１丁目２７番１２号 06-4804-5656

大阪市 ヤマト運輸株式会社　関西美術品支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－９９ 06-6612-8760

大阪市 株式会社小西運輸　本社 大阪府大阪市港区磯路３丁目１７番８号 06-6574-1515

大阪市 小西運輸株式会社　本社 大阪府大阪市港区磯路３－１７－８ 06-6574-1515

大阪市 関西カーゴトランス株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１番２１号 06-6569-1377

大阪市 株式会社泉州サービス　本社営業所 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１－２３－２１ 06-4303-6655

大阪市 株式会社エーティキャリア　大阪 大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２ 06-6612-8527

大阪市 有限会社コーナン商事　本社 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目３番９号 06-4702-7705

大阪市 株式会社阪和エキスプレス　大阪 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１－４３ 06-6686-3025

大阪市 株式会社エース　本社営業所 大阪府大阪市平野区瓜破東８丁目３番２号 06-6704-5050

大阪市 株式会社オグラ　本社 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目８番１３３号 06-6195-7718

大阪市 鴻池運輸株式会社　堺 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８－７６ 06-6115-3380

大阪市 株式会社マルイチライン　本社 大阪府大阪市淀川区十三東５丁目１番６２－１１５号 080-4455-2951

大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　淀川支店 大阪府大阪市東淀川区西淡路６－４－１１１ 06-6324-7505

大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目２番７０号 06-6684-2107

大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　大阪西支店 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目９－１７ 06-6478-6001

大阪市 ヤマト運輸株式会社　平野営業所 大阪府大阪市平野区背戸口２－２－４，７ 06-6760-5322

大阪市 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２－４－４３ 06-7739-7514

大阪市 株式会社オークラロジ　大阪南港 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目４－６５ 072-605-1818
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大阪市 ケイアイ株式会社　大阪営業所　港出張所 大阪府大阪市港区福崎２－１－３６ 06-6577-7808

大阪市 株式会社デカックコーポレーション　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目８番８７号 06-4702-2300

大阪市 エス・ティ・シー株式会社　大阪 大阪府大阪市大正区小林西１丁目２５番１３号 06-6556-3111

大阪市 大阪ダイハツ輸送株式会社　本社 大阪府大阪市福島区福島１丁目４番２６号 06-6543-1911

大阪市 株式会社関西丸和ロジスティクス　大阪事業所 大阪府大阪市城東区諏訪４丁目１２－３１ 06-6378-5190

大阪市 株式会社樋口物流サービス　南港 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目４番３７号 06-6682-0222

大阪市 トナミ近畿物流株式会社　鶴見営業所 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２番１１号 06-6915-2817

大阪市 二島運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号 06-6613-0828

大阪市 早来工営株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西成区津守３－８－６ 06-6651-0121

大阪市 株式会社ＮＥＸ　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目１番４０号 06-6569-9798

大阪市 株式会社ＯＫＡＳＥ　南港 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２番９２号 06-6613-6678

大阪市 エース輸送株式会社　本社 大阪府大阪市港区海岸通４丁目５番５ 06-6577-1200

大阪市 名鉄運輸株式会社　淀川支店 大阪府大阪市西淀川区竹島１－１－１２ 06-6829-7130

大阪市 日通関西物流株式会社　コンテナ事業所　百済営業所 大阪府大阪市東住吉区今林３－１－７ 06-6753-2815

大阪市 株式会社さつき　本社営業所 大阪府大阪市大正区鶴町４丁目１２番２７号 06-4394-0202

大阪市 山下運輸株式会社　本社 大阪府大阪市大正区鶴町５－３－３ 06-6551-5453

大阪市 株式会社ビジネスジャパンエキスプレス　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区佃４－１２－１ 06-6478-6633

大阪市 株式会社森田組重量　本社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮１丁目７番４３号 06-6915-9888

大阪市 八尾物流ターミナル株式会社　大正 大阪府大阪市大正区北恩加島二丁目３－２３ 06-6554-8140

大阪市 佐川急便株式会社　淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区竹島２－１－３８ 0570-01-0518

大阪市 株式会社大阪西物流　北港営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１丁目３番１６号 06-6131-5790

大阪市 株式会社丸ヨ運輸倉庫　本社 大阪府大阪市鶴見区今津南１丁目４番６号 06-6969-3666

大阪市 上野輸送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番１３号 06-6552-7235

大阪市 株式会社岸貝物流　大阪 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２－１００ 06-6474-2171

大阪市 株式会社江奈　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１番５２号 06-6913-8597

大阪市 株式会社天馬　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８ 06-6616-0575

大阪市 株式会社北部市場運送　西淀川ＤＣセンター 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５番１００号 06-4808-8933

大阪市 日本空輸株式会社　大阪中央営業所 大阪府大阪市此花区西九条１－２７－２０ 06-6461-4551

大阪市 ヤマト運輸株式会社　平野加美営業所 大阪府大阪市平野区加美東３丁目１番３ 06-6792-8174

大阪市 ヤマト運輸株式会社　住吉長居営業所 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田２－２７－１ 06-6694-2023

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東淀川豊里営業所 大阪府大阪市東淀川区豊里１－４－９ 06-6326-6685

大阪市 大阪山口運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林北１丁目１－２８ 06-6682-2110

大阪市 日本通運株式会社　大阪警送事業所なんばセンター 大阪府大阪市浪速区稲荷１丁目５番３３号 06-4392-3561

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東淀川営業所 大阪府大阪市東淀川区西淡路６－４－１１１ 06-4809-0604

大阪市 株式会社三大陸運　本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１－５３ 06-6683-1010
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大阪市 株式会社サカイ引越センター　港支社 大阪府大阪市西区川口４丁目９番２８号 06-6584-1140

大阪市 水岩運送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市大正区泉尾６丁目１番６号 06-6555-1171

大阪市 鴻池運輸株式会社　陸運大阪営業所 大阪府大阪市大正区小林西１－１３－１ 06-6556-3321

大阪市 有限会社高原運送店　本社営業所 大阪府大阪市住吉区南住吉３－１－２０ 06-6692-2145

大阪市 株式会社エヌ・シー物流　北港営業所 大阪府大阪市此花区北港２－３－１ 06-6467-5440

大阪市 東亜貨物株式会社　大阪 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番１の９ 06-6552-3131

大阪市 都運輸株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１番７７号 06-6681-3328

大阪市 株式会社エスラインギフ　大阪南営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-4101

大阪市 日本郵便輸送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎１－３－３０ 06-6571-8171

大阪市 日本郵便輸送株式会社　新大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８ 06-6466-2477

大阪市 大陽運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５－１－６ 06-6552-6351

大阪市 𠮷川輸送株式会社　港営業所 大阪府大阪市港区海岸通３－４－７７ 06-6572-2861

大阪市 丸作運輸倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市東成区深江北３丁目９番３０号 06-6941-3261

大阪市 株式会社香南運輸　本社営業所 大阪府大阪市港区波除６－３－２７ 06-6584-6358

大阪市 西濃運輸株式会社　平野営業所 大阪府大阪市平野区平野馬場２－３－３６ 06-6702-1048

大阪市 株式会社ＮＢＳロジソル　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－９－２６ 06-6613-4078

大阪市 大和物流株式会社　大阪南支店 大阪府大阪市西成区南津守２丁目１番９５号 06-6659-8260

大阪市 関西油送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区島屋３－１０－４１ 06-6468-2251

大阪市 ヤマト運輸株式会社　長原営業所 大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目６番４号 06-6790-5110

大阪市 ヤマト運輸株式会社　阿倍野営業所 大阪府大阪市阿倍野区昭和町４丁目１番地１、３６ 06-6623-0706

大阪市 株式会社大運　国内部 大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９ 06-6613-3911

大阪市 大阪内外液輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番３号 06-6468-4501

大阪市 三浦運送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－１７ 06-6612-2710

大阪市 木津運送株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３９号 06-4702-1100

大阪市 鴻池運輸株式会社　陸運南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８ 06-6612-1980

大阪市 都島富太運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市都島区御幸町２－６－２３ 06-6923-0181

大阪市 鴻池運輸株式会社　大阪北港定温流通センター営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１番１９，１番２０ 06-6467-1775

大阪市 関西陸運株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２－１３－５ 06-6475-2005

大阪市 福山通運株式会社　大阪船場支店 大阪府大阪市中央区南船場１－４－３３ 06-6262-1221

大阪市 新井運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区佃６－４－１３ 06-6471-2102

大阪市 林運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市北区長柄西２－２－１１ナカタビル３Ｂ 06-6351-5060

大阪市 佐川急便株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋４丁目４番５１号 0570-01-0517

大阪市 塩飽運輸有限会社　梅町営業所 大阪府大阪市此花区梅町２丁目１番６０号 072-282-7333

大阪市 大裕重量運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市東成区大今里西２－２－１３ 06-6971-5027
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大阪市 ハートランス株式会社　大阪営業所
大阪府大阪市淀川区加島２－１－７４　ＭＦＬＰ大阪Ⅰ　

３階
06-6195-3735

大阪市 日本コンテナ輸送株式会社　大阪港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－７－３４ 06-6612-0721

大阪市 内外運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区島屋２－７－２０ 06-6468-2181

大阪市 大和物流株式会社　大阪支店 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５番１００号 06-6476-3036

大阪市 野田運送株式会社　大阪物流センター 大阪府大阪市此花区常吉２－１１－４５ 06-6464-2571

大阪市 京阪輸送有限会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南１丁目２－１９４ 06-6613-7015

大阪市 ヤマト運輸株式会社　都島営業所 大阪府大阪市都島区毛馬町５－１－１ 080-5045-1350

大阪市 カネミ運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区夕凪２丁目１番１８号 06-6573-5347

大阪市 株式会社辰巳商会　南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東６丁目２番８４号，１１６

号
06-6612-3818

大阪市 平岩運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市平野区加美東７丁目３－２ 06-6791-3492

大阪市 大阪平岩運輸有限会社　本社営業所 大阪府大阪市平野区平野南３丁目２番２６号 06-6701-1212

大阪市 日之出運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目５番１６号 06-6614-3631

大東市 千石配送有限会社　大東営業所 大阪府大東市三箇５丁目６－５０－１０６ 072-889-6660

大東市 杉崎運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大東市新田中町２－１３ 072-806-5750

大東市 大阪城東運送株式会社　大東 大阪府大東市新田本町９－２９ 072-872-7614

大東市 ケイアイ株式会社　大阪営業所 大阪府大東市新田旭町２－１８ 072-875-3334

大東市 旭新運輸開発株式会社　家具共配大阪営業所 大阪府大東市新田旭町１番１５号 072-889-2574

大東市 阪神トランスポート株式会社　大阪営業所 大阪府大東市新田北町２－４３ 072-889-7671

大東市 鮎陸運倉庫株式会社　本社 大阪府大東市新田境町８番５１号 072-874-7471

大東市 藤久運輸倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府大東市新田北町４－４７ 072-872-1563

池田市 株式会社田中運送店　本店 大阪府池田市城南３－６－１８ 072-751-4270

池田市 ふそう陸送株式会社　大阪営業所 大阪府池田市伏尾台３－１３－１０ 072-737-7491

池田市 日本空輸株式会社　大阪空港営業所 大阪府池田市空港２ー４７２空港ビル２階 06-6856-7355

東大阪市 株式会社トーショー　東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西１丁目６番３７号 06-6744-5550

東大阪市 株式会社ゼロ・プラスＢＨＳ　　本社 大阪府東大阪市布市町３丁目５３５－１ 072-986-7818

東大阪市 林運輸株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号 06-6747-3322

東大阪市 米田産業株式会社　本社 大阪府東大阪市日下町５－３－３４ 072-987-1736

東大阪市 株式会社ＴＫＲ物流　本店 大阪府東大阪市東鴻池町５丁目２番２８号 072-962-2020

東大阪市 株式会社西尾運送　本社 大阪府東大阪市川俣１－１８－５ 06-6782-3349

東大阪市 コフジ物流株式会社　東大阪 大阪府東大阪市西石切町６丁目１番１８号 072-980-7778

東大阪市 株式会社カイウン　本社営業所 大阪府東大阪市水走１－１８－２８ 06-6968-1651

東大阪市 株式会社金沢実業　本社営業所 大阪府東大阪市川田三丁目３番１４号 072-966-7999

東大阪市 株式会社グリーンライズ　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納５丁目１－３８ 072-873-3333
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東大阪市 株式会社ケイ・ツーロジネット　本社 大阪府東大阪市新庄西６番１８号 06-6736-5017

東大阪市 株式会社ケイ・ツーネットワーク　東大阪事業所 大阪府東大阪市三島１丁目１－１０ 06-6736-5081

東大阪市 有限会社木村商事　大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３丁目２８番地 06-6748-9005

東大阪市 東海商運株式会社　東大阪 大阪府東大阪市水走１丁目１５番３９号 072-966-7373

東大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市布市町２丁目１１２－１ 072-980-8451

東大阪市 大阪三興物流株式会社　石切営業所 大阪府東大阪市西石切町４丁目４番１６号 072-987-7095

東大阪市 サンコープログレス株式会社　本社 大阪府東大阪市菱江１丁目２５番１４号 072-970-6092

東大阪市 マツシタ運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市玉串町西２－１－１ 072-964-0323

東大阪市 株式会社中央運送　大阪営業所 大阪府東大阪市水走４丁目２番２８号 072-967-0809

東大阪市 株式会社栄信興運　本社営業所 大阪府東大阪市中石切町６丁目２番６８号 072-986-6773

東大阪市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　日生物流センター 大阪府東大阪市長田２－１２－２０ 06-6787-3500

東大阪市 池島運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市昭和町２０番１０号 072-985-0293

東大阪市 佐川急便株式会社　鴻池センター路線営業所 大阪府東大阪市東鴻池町２－２－７４ 072-965-3001

東大阪市 中島運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市加納４丁目１３番４ 072-963-8475

東大阪市 西濃運輸株式会社　布施営業所 大阪府東大阪市寿町３－２１－３ 06-4802-3021

東大阪市 ホイテクノ物流株式会社　大阪支店 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目７－５ 072-964-6310

東大阪市 姫路合同貨物自動車株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-7131

東大阪市 有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ　本社営業所 大阪府東大阪市菱江１丁目２７番４０号 072-965-8607

東大阪市 株式会社成豊　本社営業所 大阪府東大阪市若江西新町４－２－３２ 06-6777-8608

東大阪市 菱武運輸株式会社　本店 大阪府東大阪市鳥居町３－１２ 072-982-2667

東大阪市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　東大阪航空営

業所
大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号（１２号棟） 06-6747-7385

東大阪市 トナミ近畿物流株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市高井田中３丁目２番５号 06-6787-1073

東大阪市 大橋運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市楠根２丁目１０番３２号 06-6746-8473

東大阪市 株式会社スワロー物流大阪　本社営業所 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-3256

東大阪市 ホッコウ物流株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市加納６丁目３番４１号 072-875-2238

東大阪市 大八運送株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市池島町２丁目２番１５号 072-983-7782

東大阪市 株式会社大輪物流　本社 大阪府東大阪市加納４－１６－１６ 072-966-4588

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪近大前営業所 大阪府東大阪市南上小阪８番４号 080-6695-6204

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪布施営業所 大阪府東大阪市衣摺２－１７－１１ 080-5045-1108

東大阪市 株式会社和弘運輸　本社 大阪府東大阪市横小路町６－９８７－１ 072-988-6471

東大阪市 丸協運輸開発株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市中石切町６丁目４番３７号 072-985-2751

東大阪市 愛知車輌興業株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納５丁目１－４１ 072-869-5081

東大阪市 上之段運輸株式会社　加納営業所 大阪府東大阪市加納７丁目２０－３ 090-5674-9828

東大阪市 今川運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市今米１－１４－４６ 072-964-0008
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東大阪市 小田運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号 06-6745-1111

東大阪市 愛知陸運株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１－４－９０ 06-6747-6171

東大阪市 興栄運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市加納５丁目５番１０号 072-870-7300

東大阪市 関西名鉄運輸株式会社　大阪東支店 大阪府東大阪市本庄東１－４３ 06-4309-3771

東大阪市 株式会社松元サービス　東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３丁目９番１３号 06-6748-9100

東大阪市 信州名鉄運輸株式会社　大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１番４３号 06-6747-7331

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市長田東３－５－６ 06-4309-2288

八尾市 誠和運輸株式会社　本社 大阪府八尾市北木の本４－１４－６ 072-993-9786

八尾市 株式会社池田運送　本社 大阪府八尾市西久宝寺６９４番地２号 072-992-3557

八尾市 有限会社大和運送　大阪営業所
大阪府八尾市福栄町３丁目２７番地、２８番地、２６番

地
072-920-4922

八尾市 福山通運株式会社　八尾支店 大阪府八尾市福栄町２－３０ 072-996-6561

八尾市 親和運輸倉庫株式会社　本社 大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号 072-925-0051

八尾市 株式会社ケイ・ロジスコ　本社営業所 大阪府八尾市老原七丁目８８番１ 072-928-1333

八尾市 佐々木寛興　本店営業所 大阪府八尾市竹渕西４－１５ 06-7494-6333

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾若林営業所 大阪府八尾市若林町２丁目６９番地 080-5045-1204

八尾市 明治運送株式会社　本社 大阪府八尾市南太子堂５－４－３４ 072-925-6211

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾楠根営業所 大阪府八尾市楠根町２－５５－１ 080-5045-1226

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾中田営業所 大阪府八尾市中田３－６０ 080-5045-1205

富田林市 株式会社ランドホープ　本社 大阪府富田林市中野町二丁目５４０－１ 0721-26-0237

富田林市 株式会社福田物流　本社営業所 大阪府富田林市若松町東１－６－４ 0721-23-2910

富田林市 昭和運送株式会社　本社営業所 大阪府富田林市昭和町２－１７９３－６ 0721-23-3516

富田林市 小松運輸株式会社　本社営業所 大阪府富田林市梅の里３丁目１８番１１号 0721-90-2311

豊中市 日本通運株式会社　大阪中央営業課 大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号 06-4300-4082

豊中市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市原田南２－２－１３ 06-6152-5401

豊中市 株式会社ＬＮＪ神戸　豊中 大阪府豊中市二葉町１丁目１７番１０号 06-6151-3535

豊中市 株式会社サカイ引越センター　阪神支社 大阪府豊中市二葉町２－６－３０ 06-6331-1141

豊中市 株式会社エースムービング　本社 大阪府豊中市勝部１丁目８番２号 06-6841-0243

豊中市 株式会社ユーパワーロジ　豊中営業所 大阪府豊中市名神口１丁目１２番１６号 06-6866-1830

豊中市 株式会社アクト　本社営業所 大阪府豊中市庄本町二丁目９番１０号 06-6336-6721

豊中市 株式会社ロイヤルコーポレーション　本社営業所 大阪府豊中市庄内宝町１丁目５番１号 06-4867-9313

豊中市 株式会社ネットワークコーポレーション　本社営業所 大阪府豊中市名神口１－５－２ 06-6862-5849

枚方市 協同運輸株式会社　枚方 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 072-847-9970

枚方市 大信物流輸送株式会社　大阪車庫営業所 大阪府枚方市出屋敷西町２－１１－２０ 072-396-1045

枚方市 有限会社安田大阪運送社　本社 大阪府枚方市津田東町２－３６－１１ 072-859-4181
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枚方市 株式会社英翔　本社営業所 大阪府枚方市南中振３丁目１－１ 072-813-1107

枚方市 株式会社ココテック　本社営業所 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６号１０４号室 072-859-5555

枚方市
オーティーティーロジスティクス株式会社　大阪ロジス

ティックパーク
大阪府枚方市長尾谷町１丁目９０番地１ 072-867-8812

枚方市 大阪サンヱー物流株式会社　本社第一営業所 大阪府枚方市長尾家具町２－１－１ 072-855-3008

枚方市 有限会社ＳＭＴ　本社営業所 大阪府枚方市高田１丁目１１番２０号 072-810-7516

枚方市 ヤマト運輸株式会社　寝屋川営業所 大阪府枚方市出口６丁目１７－１５ 080-6698-2748

枚方市 株式会社ＮＢＳロジソル　京阪営業所 大阪府枚方市池之宮１丁目２６－６ 072-805-6731

枚方市 ヤマト運輸株式会社　枚方長尾谷営業所 大阪府枚方市長尾谷町１－６２－１ 080-5481-5313

箕面市 畑中運輸建設株式会社　本社営業所 大阪府箕面市粟生間谷西３－２３－１０ 072-729-2197

門真市 丸協運輸株式会社　大阪 大阪府門真市ひえ島町２２番３０号 072-887-2636

門真市 有限会社中岡運輸　本社 大阪府門真市岸和田４丁目９番１０号 072-884-8630

門真市 株式会社エヌ・ワイ・ティ　本社営業所 大阪府門真市岸和田４丁目２番３号 072-842-6281

門真市 エス・ワイ物流株式会社　本社営業所 大阪府門真市島頭３－７－１０（２Ｆ） 072-882-8018

門真市 株式会社オプラスウエスト　大阪営業所 大阪府門真市島頭４－２３－２１ 072-800-8841

門真市 株式会社原田組　本社営業所 大阪府門真市四宮４丁目３－３０ 072-882-3624

門真市 株式会社大阪大松運輸　本社営業所 大阪府門真市四宮３丁目２番１７号 072-881-1321

門真市 株式会社合通ロジ　門真流通センター 大阪府門真市柳町２０番１０号 06-6916-7690

門真市 株式会社ＳＥＨＩＲＯ　本社 大阪府門真市下馬伏町２番２８号 072-812-3968

門真市 株式会社松元サービス　本社営業所 大阪府門真市四宮３丁目２番３１号 072-800-9100

門真市 都南物流株式会社　門真営業所 大阪府門真市深田町４番１１号 06-6908-3925

門真市 やまびこ有限会社　本社 大阪府門真市四宮６丁目２番７号 072-803-8228

門真市 旭栄物流株式会社　門真事業所 大阪府門真市三ツ島５丁目１８番５号 072-885-7861

門真市 株式会社ネットワーク　本社営業所 大阪府門真市ひえ島町２３番１４号 072-885-3433

門真市 株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス　大阪営業所 大阪府門真市常盤町３番３号１０４号 072-885-5353

門真市 株式会社ＬＮＪ小泉　大阪営業部 大阪府門真市三ツ島６－２１－４ 072-887-4501

門真市 株式会社つばめ急便　門真営業所 大阪府門真市三ツ島５丁目６番６号 072-885-4151

和泉市 株式会社正栄トランスポート　本社営業所 大阪府和泉市テクノステージ３丁目１０番３号 0725-51-3338

和泉市 松井運送株式会社　本社営業所 大阪府和泉市小野田町５０４－１ 0725-92-2075

和泉市 関西トランスウェイ株式会社　本社 大阪府和泉市北田中町３８２－１ 0725-92-1943

和泉市 株式会社セカンド　本社営業所 大阪府和泉市箕形町４丁目６番６６号 0725-58-7837

和泉市 株式会社ＴｒａｎｓＶａｌｕｅ　本社 大阪府和泉市幸２丁目６番１３号 0725-47-6566

和泉市 前田運送有限会社　本社営業所 大阪府和泉市池上町二丁目１番２０号 0725-41-7576

和泉市 株式会社絆　本社 大阪府和泉市内田町２丁目１１－９ 072-489-3150

和泉市 ヤマト運輸株式会社　和泉営業所 大阪府和泉市一条院町１２８－１ 0725-41-9864
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和泉市
河合トランスポート有限会社　河合トランスポート有限

会社
大阪府和泉市上町３６０－１ 0725-41-5158

和泉市 新星運輸株式会社　本社営業所 大阪府和泉市池上町４丁目１３番５２号 0725-43-4747

泉北郡 三代サービス株式会社　南大阪 大阪府泉北郡忠岡町新浜２－６－８ 072-488-7211

泉北郡 関西建設運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町新浜１丁目１番５号 072-439-2415

泉北郡 株式会社丸玉運送　大阪営業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南３丁目１７番３８号 0725-90-7877

南河内郡 株式会社コダマ　太子営業所 大阪府南河内郡太子町大字太子４７３－１ 0721-80-3666

南河内郡 有限会社興昌商会　本社営業所 大阪府南河内郡河南町寺田１８４－３ 0721-93-6170

豊能郡 三代サービス株式会社　本社 大阪府豊能郡能勢町大里１８１番地の１ 072-734-4637
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