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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）

たつの市 株式会社日之出運輸　たつの事業所 兵庫県たつの市新宮町千本９３ 0791-76-2311

たつの市 誠和梱枹運輸株式会社　たつの営業所 兵庫県たつの市揖西町南山３丁目３８ 0791-72-8811

たつの市 山陽自動車運送株式会社　竜野営業所 兵庫県たつの市揖保町山下字川田２２０－４ 0791-67-8224

伊丹市 日発運輸株式会社　関西 兵庫県伊丹市森本六丁目１２ 072-777-0805

伊丹市 阪神ロジテム株式会社　伊丹営業所 兵庫県伊丹市東有岡５丁目１２５番 072-782-3681

伊丹市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　伊丹支店 兵庫県伊丹市中野東２丁目３６８番地 072-773-4011

伊丹市
ヤマトホームコンビニエンス株式会社　関西法人サポー

トセンター
兵庫県伊丹市北伊丹５－２８－１ 072-773-6675

伊丹市 有限会社新大光商事　伊丹 兵庫県伊丹市藤ノ木３－６－１８ 072-784-9035

伊丹市 アールライン株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市岩屋一丁目８番２７号 072-767-7039

伊丹市
ウエストアクティブトランスポート株式会社　伊丹営業

所
兵庫県伊丹市池尻２丁目２３番地 078-965-2828

伊丹市 丸進運輸株式会社　伊丹 兵庫県伊丹市岩屋１丁目８－２７ 072-782-8000

伊丹市 島中商事株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市南野３－７－７ 072-773-5504

加古川市 姫路合同貨物自動車株式会社　東播営業所 兵庫県加古川市野口町北野６９３－５ 079-451-6880

加古川市 株式会社嵯峨物流　本社営業所 兵庫県加古川市別府町新野辺字寺目通３４３番地１ 079-437-5675

加古川市 有限会社アプローチサービス　本社営業所 兵庫県加古川市平岡町一色１３７番地の５ 079-437-3035

加古川市 弘洋定温運輸有限会社　本社営業所 兵庫県加古川市平岡町一色１３７－４ 079-437-3024

加古川市 株式会社ライフカーゴ　加古川 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－７ 079-432-5310

加古川市 愛運輸株式会社　本社営業所 兵庫県加古川市野口町水足１５１９－１ 079-426-7233

加古川市 大阪サンヱー物流株式会社　加古川営業所 兵庫県加古川市野口町北野４３０－４ 079-429-6466

加古川市 福岡運輸株式会社　高砂営業所 兵庫県加古川市尾上町養田６９４－１ 079-456-6531

加古川市 西鉄運輸株式会社　加古川支店 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－７ 079-429-6517

加古川市 木庭運送株式会社　本社営業所 兵庫県加古川市尾上町養田１５６２－１ 079-424-2635

加古川市 佃運輸株式会社　加古川営業所 兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓１５３８ 079-424-6817

加古川市 株式会社シンリク　本社営業所 兵庫県加古川市尾上町池田１８７４番地の５ 079-423-3266

加西市 日隆産業株式会社　姫路営業所 兵庫県加西市網引町字丸山２００１番４０ 0790-49-1702

加西市 ミフネメッツ株式会社　加西営業所 兵庫県加西市殿原町４２５番地の１ 0790-44-2356

加西市 株式会社ＦＬＩＮＥ　本社 兵庫県加西市北条町北条５５８－５ 0790-35-8858

加西市 勇和運輸株式会社　本社 兵庫県加西市三口町１１４３番地の１ 0790-38-0432

加西市 株式会社大島産業　関西営業所 兵庫県加西市北条町東南２０６－１２ 0790-43-1125

加西市 佐川急便株式会社　加西営業所 兵庫県加西市網引町字丸山２００１番５３ 0570-01-0689

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（兵庫県）
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加西市 ヨコモリ運輸株式会社　関西営業所 兵庫県加西市北条町古坂１丁目５番１ 0790-43-1661

加西市 姫路合同貨物自動車株式会社　加西営業所 兵庫県加西市豊倉町字山之谷１２６１－２４ 0790-47-0900

加西市 加西合同貨物自動車株式会社　本社営業所 兵庫県加西市倉谷町１０３７番地の１ 0790-48-2725

加西市 国田運送有限会社　本社営業所 兵庫県加西市下道山町６２０ 0790-44-0263

加東市 株式会社盛運　兵庫営業所 兵庫県加東市下三草字北カチ４４６ 0795-42-6200

加東市 テック物流株式会社　関西営業所 兵庫県加東市南山６丁目６－３ 0795-47-6780

加東市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　社貨物セン

ター
兵庫県加東市河高３０１４－７ 0795-48-0051

加東市 姫路合同貨物自動車株式会社　滝野営業所 兵庫県加東市高岡字庚申裏４５０ 0795-48-5440

高砂市 株式会社マウス　本社 兵庫県高砂市高砂町藍屋町１６７４番地の５ 079-447-2384

高砂市 高砂輸送サービス株式会社　本社営業所 兵庫県高砂市高砂町南材木町２４－１ 079-443-7374

高砂市 塩谷運輸建設株式会社　本社営業所 兵庫県高砂市梅井５－４－１ 079-447-0751

三田市 株式会社サンライズエクスプレス　本社
兵庫県三田市乙原字矢口１４４８番地６、１４４８番地

７
079-560-3001

三田市 株式会社アイエヌライン　三田スイッチングセンター 兵庫県三田市弥生が丘４丁目３３番４ 079-555-6330

三田市 宇陽運輸株式会社　本社営業所 兵庫県三田市対中町１２－２　対中ハイツ２１１号 078-985-2606

三田市 有馬運輸株式会社　本社営業所 兵庫県三田市中町２－１０ 079-567-1464

三木市 株式会社アーバン・ロジスティクス　三木 兵庫県三木市志染町戸田１８３８－２３０ 080-2199-8524

三木市 株式会社ロジネットジャパン西日本　　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田１８７２－１０１ 0794-89-8617

三木市 高野口物流株式会社　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８７２－１０１ 0794-70-8153

三木市 高野口運送株式会社　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８７２－１０１ 0794-70-8015

三木市 ロジカ株式会社　本社営業所 兵庫県三木市府内町１０－２２－５ 079-496-2110

三木市 泉海商運株式会社　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田１８７２番地１０１ 0794-88-6580

三木市 芦屋貨物自動車株式会社　三木本部 兵庫県三木市別所町東這田字前山７２１－１３２ 0794-83-5371

三木市 株式会社武蔵野ロジスティクス　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田１８３８番地の２３０ 0794-87-7791

三木市 株式会社Ｊ－ＬＥＸ関西　本社 兵庫県三木市吉川町吉安８７７番地の３１ 0794-72-0494

三木市 ヤクルトロジスティクス株式会社　兵庫三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８３８－２６６ 0794-73-8960

三木市 株式会社ベストランス　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田１８３８－２３０ 0794-87-7786

三木市 株式会社西物流兵庫　本社営業所 兵庫県三木市大村１丁目１０番５号 0794-82-0045

篠山市 株式会社飯尾運輸　篠山営業所 兵庫県篠山市日置２７５番地１ 079-555-2010

洲本市 トールエクスプレスジャパン株式会社　淡路支店 兵庫県洲本市金屋字寺田１１４８の１ 0799-24-6151

洲本市 株式会社旭　本社 兵庫県洲本市納字横竹３１９－１ 0799-24-2440

小野市 実勝運輸有限会社　兵庫営業所 兵庫県小野市曽根町６１５－１ 0794-64-5656

小野市 山陽コールド運輸株式会社　小野営業所 兵庫県小野市浄谷町字北野１５４４－１５８ 0794-62-1600

小野市 九州倉本運送株式会社　小野 兵庫県小野市神明町字大年前１５２－２ 0794-62-7555
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小野市 関西倉本運送株式会社　小野営業所 兵庫県小野市神明町字大年前１５２－２ 0794-62-7218

小野市 谷川運輸倉庫株式会社　小野営業所 兵庫県小野市樫山町字大谷１４８７－１９　他１筆 0794-63-7701

小野市 有限会社尾上運送　関西営業所 兵庫県小野市匠台７０－１０ 0794-64-9155

神戸市 株式会社ユービーエム　六甲ＩＬ営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－５ 078-855-2371

神戸市 株式会社ヤマザキ物流　神戸 兵庫県神戸市西区高塚台６－１９－１ 078-991-5513

神戸市 株式会社河合組回漕店　神戸 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４２ 078-862-3672

神戸市 明雪運輸株式会社　神戸共同配送センター 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５０ 078-200-5168

神戸市 山九株式会社　西神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１６番１ 078-915-7439

神戸市 センコー株式会社　西神戸車輌センター 兵庫県神戸市西区室谷１－３－５ 078-990-0250

神戸市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　神戸共配センター 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５０ 078-855-3901

神戸市 トモエ運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区見津が丘６丁目１０番１号 078-994-2783

神戸市 丸協運輸株式会社　神戸共配センター 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目８番１ 078-994-7381

神戸市 株式会社アーバン・ロジスティクス　神戸
兵庫県神戸市東灘区深江浜町３８　東洋水産　株式会社　

神戸物流センター
078-940-1590

神戸市 ダイワ運輸株式会社　東神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区青木１丁目３１３ 078-414-6647

神戸市 ダイワ物流株式会社　西神戸営業所 兵庫県神戸市西区小山１丁目６－１０ 078-929-8808

神戸市 株式会社サカイ引越センター　神戸北支社 兵庫県神戸市北区藤原台北町７丁目９ 078-984-3443

神戸市 アートコーポレーション株式会社　神戸東支店 兵庫県神戸市東灘区住吉南町２丁目２番地 078-842-0123

神戸市
株式会社ＭＯＴＯＹＡＭＡ　ＬＩＮＥ　神戸東ＯＦＦＩ

ＣＥ
兵庫県神戸市東灘区深江浜町７７番地 078-806-8070

神戸市 間口北近畿株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市北区赤松台１丁目２番３９ 078-595-7135

神戸市
株式会社ゼロ・プラス西日本　神戸カスタマーサービス

センター
兵庫県神戸市中央区港島５丁目２番地 078-302-7848

神戸市 株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目６番 078-856-7732

神戸市 カネミ運送株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１－９ 078-411-0943

神戸市 日本梱包運輸倉庫株式会社　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘５丁目１－１ 078-994-2108

神戸市 株式会社ナカノ商会　神戸西事業所 兵庫県神戸市西区見津が丘６－８ 078-995-0166

神戸市 株式会社ライズトラスト　住吉営業所 兵庫県神戸市東灘区御影郡家一丁目１番地 06-6539-5515

神戸市 宝生運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡字庄太夫場２８８０番２ 078-940-8330

神戸市 株式会社福住　本社営業所 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１－４－２６ 078-651-4021

神戸市 神戸ヤマト運輸株式会社　ポートアイランド 兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目２番地１２ 078-303-7008

神戸市 梅田運輸倉庫株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番１ 078-794-2172

神戸市 有限会社ＭＴＳ　本社営業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和７８５番地の３ 078-974-4788

神戸市 株式会社神戸急配社　六甲アイランド営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目１６ 078-857-9015

神戸市 株式会社エーティキャリア　本社 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－１８ 078-272-6366
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神戸市 ヤマト運輸株式会社　明石大蔵谷営業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９１－１ 078-975-8144

神戸市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市中央区港島６丁目６－２ 078-302-0320

神戸市 山陽コールド運輸株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字堂後９０２－１ 078-974-1011

神戸市 株式会社神戸山口運送　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島６丁目２番地の１ 078-576-1590

神戸市 株式会社山口運送　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島６丁目２番地の１ 078-576-1178

神戸市 株式会社ＭＯＴＯＹＡＭＡＬＩＮＥ　本社 兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀５－２ 078-596-5320

神戸市 ニッポンロジ株式会社　兵庫営業所
兵庫県神戸市西区宮下一丁目２５番１９　サンセール３

０５号
078-965-3360

神戸市 株式会社京神運輸倉庫　玉津営業所 兵庫県神戸市西区玉津町居住字大田１－１ 078-221-3831

神戸市 株式会社ケーライン　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１ 078-998-4610

神戸市 株式会社旭　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１ 078-998-3010

神戸市 株式会社ムービング　西日本センター 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目 078-858-8124

神戸市 武貞物流株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷８４３番１ 078-741-0680

神戸市 エフ・ライン株式会社　伊川谷 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和９１４－１９ 078-955-2817

神戸市 株式会社アサヒセキュリティ　神戸警送事業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１－１０ 078-412-3401

神戸市 株式会社吉富運輸　西神営業所 兵庫県神戸市西区高塚台２丁目１０番地 078-992-2011

神戸市 誠徳運輸株式会社　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１１番２ 078-995-0400

神戸市 株式会社ランドエキスプレス　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地 078-940-5500

神戸市 株式会社京神運輸倉庫　本社営業所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２－１－３６９ 078-221-3831

神戸市 株式会社山口運送　六甲営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１１番地 078-857-6811

神戸市 西友ライン株式会社　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地 078-304-6030

神戸市
マリネックストランスポートサービス株式会社　神戸営

業所
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番６０３号 078-858-1612

神戸市 有限会社本村運送　本店 兵庫県神戸市灘区弓木町３－１－１３９ 078-851-5876

神戸市 明雪運輸株式会社　明石営業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字才神５３１－１０ 078-974-0332

神戸市 近畿エキスプレス株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島７丁目１４番地１号 078-302-5731

神戸市 佐川急便株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島６－８－２ 078-303-6111

神戸市 久留米運送株式会社　兵庫店 兵庫県神戸市西区平野町黒田字西山７５２－１３ 078-965-3151

神戸市 川﨑運送株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３ 078-961-0301

神戸市 川﨑ヘビーカーゴ株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市西区平野町常本２９３番地の３ 078-961-0302

神戸市 菱神運輸株式会社　アークス営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－１－３ 078-857-1101

神戸市 株式会社まるたに物流　六甲営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西１丁目 078-857-1710

神戸市 梅田運輸倉庫株式会社　東神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区住吉南町４－１－１４ 078-856-3593

神戸市 近物レックス株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５ 078-857-1231

神戸市 株式会社エスワイプロモーション　甲南営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町５０番６ 078-436-1124
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神戸市 株式会社かなめ運送　本社営業所 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１－１－１ 078-801-7081

神戸市 中央運輸倉庫有限会社　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島中町１－１－１２ 078-303-1417

神戸市 株式会社朝日通商　関西支店 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目６番 078-843-8611

神戸市 間口バリュートランス株式会社　西神営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目１１番 0798-38-1617

神戸市 正洋運送株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２３番地１ 078-413-8241

神戸市 山忠運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－２１ 078-891-4690

神戸市 株式会社領南運輸　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１１－６ 078-303-2770

神戸市 阪神センコー運輸株式会社　西神戸営業所 兵庫県神戸市西区室谷１－３－５ 078-990-0386

神戸市 ＳＧムービング株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３６－１ 078-386-5550

神戸市 昌栄陸運株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市中央区港島４丁目３番 078-306-6708

神戸市 名阪急配株式会社　神戸センター 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３番２ 078-797-8826

神戸市 日通兵庫物流株式会社　神戸事業所 兵庫県神戸市兵庫区高松町２番３２号 078-681-3160

神戸市 三浦運送株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市灘区大石東町４丁目５番５号 078-881-2071

神戸市 株式会社ロジパルエクスプレス　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島１－３ 078-599-6480

神戸市 福山通運株式会社　神戸中央支店 兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目３－２ 078-306-0292

神戸市 株式会社神戸興業運送　本社営業所 兵庫県神戸市西区玉津町水谷字大東５５７－１０ 078-991-3323

神戸市 姫路合同貨物自動車株式会社　西日本ＰＣ集約センター 兵庫県神戸市北区赤松台１丁目５－３ 078-595-8069

神戸市 菱華運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市長田区長楽町７－１－２６ 078-733-0036

神戸市 株式会社神陸コンテナ輸送　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島６丁目１番地 078-303-0877

神戸市 日正運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島４丁目４番 078-302-1631

神戸市 ピアノ運送株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－３－５ 078-854-0871

神戸市 日本コンテナ輸送株式会社　阪神支店 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５ 078-857-3388

神戸市 株式会社共栄運送　本社 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１ 078-881-4400

神戸市 ダイワ運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区小山１丁目６－１０ 078-928-0062

神戸市 綜合警備保障株式会社　警送近畿支社　神戸警送支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－４４ 078-222-6385

神戸市 三輪貨物自動車株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市灘区岩屋南町３－７ 078-861-2585

神戸市 株式会社安川トランスポート　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目２０番１－３０１ 078-858-1482

神戸市 株式会社竹谷運輸　　六甲営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番地６ 078-858-1233

神戸市 日本高速輸送株式会社　阪神支店神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目２番地１０ 078-304-5855

神戸市 ますもと運輸株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４６－２ 078-451-6345

神戸市 日本ルートサービス株式会社　神戸事業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－５ 078-794-2073

西宮市 シグマロジスティクス株式会社　北神戸営業所 兵庫県西宮市山口町上山口２０１４ 080-7444-8467

西宮市 高正株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市西宮浜３丁目１１番 0798-23-6688

西宮市 西宮貨物運輸株式会社　本社 兵庫県西宮市西宮浜２－３８ 0798-33-5445

西宮市 神戸山口運送株式会社　西宮 兵庫県西宮市西宮浜１丁目４３ 0798-32-1008
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西宮市 阪神ロジテム株式会社　西宮第二営業所 兵庫県西宮市西宮浜４丁目７番３２号 0798-37-1266

西宮市 神戸ヤマト運輸株式会社　北神戸営業所 兵庫県西宮市山口町下山口３丁目１３２１番地７ 078-907-5286

西宮市 阪神ロジテム株式会社　西宮浜営業所 兵庫県西宮市西宮浜３丁目２－１ 0798-37-2310

西宮市 ハーコブ株式会社　大阪支店 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２－５ 0798-48-3303

西宮市 シモハナ物流株式会社　甲子園 兵庫県西宮市甲子園浜３丁目１ 0798-44-3455

西宮市 丸善海陸運輸株式会社　関西支店 兵庫県西宮市山口町下山口字西山１３１８番地１ 078-907-1801

西宮市 新三興物流株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２０番２号 0798-31-3521

西宮市 姫路合同貨物自動車株式会社　北神戸営業所 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目６４番地 078-595-8009

西宮市 テック物流株式会社　本社営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目９番１４号 0798-46-2041

西宮市 兵庫トランスポート株式会社　本社営業所 兵庫県西宮市西宮浜１－４０－１ 0798-23-1527

西宮市 株式会社太閤通商　本社営業所 兵庫県西宮市西宮浜３丁目３４番 0798-36-8031

西宮市 阪神ロジテム株式会社　西宮第一営業所 兵庫県西宮市西宮浜１丁目１－４ 0798-37-1051

西宮市 株式会社ランテック　関西支店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目２番 078-903-3111

西脇市 日本通運株式会社　西脇事業所 兵庫県西脇市平野町字平見５２２－５ 0795-22-3001

赤穂市 株式会社九倉　赤穂営業所 兵庫県赤穂市中広字東沖１４５５－１ 0791-46-5036

赤穂市 川崎陸送株式会社　赤穂営業所 兵庫県赤穂市木津字稲荷山１３２５番７２ 0791-48-1505

赤穂市 吉本運送株式会社　赤穂営業所
兵庫県赤穂市有年原字西原２４９（仮換地　西播都市計

画事業有年土地区画整理事業８６街区７）
0791-49-2851

川西市 株式会社エムエスサービス　本社営業所 兵庫県川西市久代一丁目６番４号 072-744-3431

川西市 大阪ダイハツ輸送株式会社　川西営業所 兵庫県川西市東久代１丁目３３１－１０ 072-755-8700

川西市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　西大阪支店 兵庫県川西市加茂６丁目３９番１ 072-759-3921

川西市 植田運送株式会社　本社営業所 兵庫県川西市久代４丁目２－６ 072-767-7553

丹波市 タイカワ運輸株式会社　兵庫営業所 兵庫県丹波市山南町谷川字櫻ノ本６５２ 0795-77-2220

丹波市 西濃運輸株式会社　福知山営業所 兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２ー１ 0795-86-1188

丹波市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　福知山営業所 兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２番１ 0795-80-8118

丹波篠山市 有限会社武元重機　本社 兵庫県丹波篠山市藤之木５２８－２ 079-557-0555

淡路市 株式会社アルファライン　淡路島営業所 兵庫県淡路市久留麻１１番地 079-975-3220

南あわじ市 山陽コールド運輸株式会社　淡路営業所 兵庫県南あわじ市八木立石５４－１ 0799-38-6722

南あわじ市 杉崎運輸株式会社　淡路営業所 兵庫県南あわじ市八木笑原野原２２番の９号 0799-43-2777

尼崎市 株式会社ＪＡＦメディアワークス　関西営業所 兵庫県尼崎市西昆陽１丁目３１番１８号 06-6439-6831

尼崎市 株式会社ＳＥＡ　ＳＨＥＬＬ　本社営業所 兵庫県尼崎市久々知１－１９－６ 06-6480-5024

尼崎市 株式会社河野　尼崎営業所 兵庫県尼崎市東海岸町１３番地２ 06-6409-1107

尼崎市 千里通商株式会社　本社営業所 兵庫県尼崎市額田町２２番１４号 06-6497-0140

尼崎市 福山通運株式会社　阪神支店 兵庫県尼崎市西長洲町３－２－３３ 06-6401-3212

尼崎市 名神興業株式会社　本社営業所 兵庫県尼崎市中浜町１０－１外 06-6411-3171
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尼崎市 富士運輸株式会社　阪神コールド支店 兵庫県尼崎市大浜町２丁目３０番地 06-4950-6275

尼崎市 株式会社月城商運　本社 兵庫県尼崎市額田町１８番４５号 06-6495-3131

尼崎市 有限会社オーケーコーポレーション　本社 兵庫県尼崎市常松２丁目１７番４号 06-6437-7200

尼崎市 阪神センコー運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市大浜町１－１－１９ 06-6430-2023

尼崎市 株式会社ブルーテック　本社営業所 兵庫県尼崎市南初島町１７ 06-6487-0124

尼崎市 八潮運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市杭瀬南新町１丁目２１番 06-6423-9696

尼崎市 和喜輸送株式会社　兵庫営業所
兵庫県尼崎市西向島町２３１－２プロロジスパーク尼崎

４階
06-6430-7846

尼崎市 株式会社ハート引越センター　尼崎営業所 兵庫県尼崎市額田町７－２５ 06-7711-0811

尼崎市 株式会社ＴＢシステム　尼崎 兵庫県尼崎市戸ノ内町２－１－４ 06-6494-0037

尼崎市 有限会社明優サービス　本社営業所 兵庫県尼崎市下坂部４－１１９ 06-6491-9000

尼崎市 大陽運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市元浜町１－９５ 06-6449-7815

尼崎市 明雪運輸株式会社　尼崎共同配送センター 兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７－３ 06-6498-8970

尼崎市 福岡運輸株式会社　関西センター 兵庫県尼崎市東海岸町１３－２ 06-6409-6025

尼崎市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　尼崎共配センター 兵庫県尼崎市次屋２丁目１８７番 06-6491-6610

尼崎市 中央運輸建設株式会社　本社 兵庫県尼崎市丸島町１ 06-6419-0191

姫路市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　姫路東営業所 兵庫県姫路市別所町北宿９３０ 079-280-3286

姫路市 佐川急便株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２－８２ 079-246-3778

姫路市 司関西株式会社　姫路 兵庫県姫路市野里字北河原３０４ 079-240-6248

姫路市 センコー株式会社　姫路車輌センター 兵庫県姫路市網干区浜田字南垣原１３２０－１８ 079-271-4336

姫路市 有限会社扶桑エキスプレス　姫路営業所 兵庫県姫路市御国野町深志野２０７番地３ 079-240-7220

姫路市 神戸ヤマト運輸株式会社　姫路 兵庫県姫路市別所町佐土１丁目１８０ 079-253-7493

姫路市 堀江運送株式会社　本社 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖２０９７－２ 079-272-1221

姫路市 阪神センコー運輸株式会社　姫路物流センター 兵庫県姫路市木場十八反町１４番の２ 079-247-3480

姫路市 株式会社ケイロジ　姫路営業所 兵庫県姫路市四郷町見野４９４番地１ 079-280-3454

姫路市 株式会社高吉運送　本社 兵庫県姫路市南条１－１３０ 079-281-0909

姫路市 ヤマト運輸株式会社　姫路網干営業所 兵庫県姫路市網干区大江島８５番１ 079-274-1415

姫路市 姫路合同貨物自動車株式会社　姫路南営業所 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－３０－１ 079-238-2188

姫路市 姫路運送株式会社　本社 兵庫県姫路市延末２９５ 079-221-6261

姫路市 東姫産業有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市花田町加納原田３４１番地の１ 079-253-9112

姫路市 カンリクＥＸＰＲＥＳＳ関西株式会社　姫路第１ＤＣ 兵庫県姫路市実法寺１００－１ 079-269-1234

姫路市 ヤマト運輸株式会社　姫路東営業所
兵庫県姫路市御国野町国分寺字川端１７８番地１、１８

０番地
080-5018-6351

姫路市 坂口運送有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市林田町新町１１０１ 079-261-3964

姫路市 有限会社花田運輸　本社営業所 兵庫県姫路市勝原区丁字迎田２２７－１ 079-274-3407

7／8　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）

姫路市 福山エクスプレス株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市東夢前台３丁目１ 079-298-2000

姫路市 全陸運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾東町庄３４２番地１ 079-253-3562

姫路市 テーエス運輸株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市広畑区大町３－４５ 079-236-3134

姫路市 株式会社新宮運送　姫路営業所 兵庫県姫路市網干区浜田字南垣原１３２０－１８ 079-271-3181

姫路市 菱和運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区須加２５０ 079-235-1535

姫路市 播磨運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市網干区高田５８ 079-273-5001

姫路市 日本郵便輸送株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市楠町１２０－１ 079-223-8632

姫路市 木下運送株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区入船町７－１－２ 079-234-5276

姫路市 株式会社丸鹿　本社営業所 兵庫県姫路市夢前町前之庄１９９１ 079-336-2898

姫路市 上津運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市広畑区正門通４－５ 079-236-1405

姫路市 山陽自動車運送株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市花田町加納原田字東高廻シ６９４－１ 079-253-9900

姫路市 大阪いづみ運輸株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２２番地 079-246-8355

姫路市 共栄運輸株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖２０９８－９ 079-274-1067

姫路市 ダイセル物流株式会社　姫路物流センター 兵庫県姫路市網干区新在家１２３９ 079-273-9722

宝塚市 ヤマト運輸株式会社　宝塚高司営業所 兵庫県宝塚市高松町１２２番地 080-5098-3284

宝塚市 ケイエム運輸有限会社　本社営業所 兵庫県宝塚市亀井町１１－３３ 0797-71-8990

宝塚市 株式会社ユタカ　宝塚営業所 兵庫県宝塚市山本丸橋４丁目６１－５ 0797-82-1505

明石市 阪神特殊自動車株式会社　明石営業所 兵庫県明石市藤江字三ツ池２０２８番地１９ 072-777-3121

明石市 株式会社合通トラスコ　明石ロジスティクスセンター 兵庫県明石市大久保町西脇１５２番 078-936-2821

明石市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　明石営業所 兵庫県明石市二見町東二見２６７ 078-941-2688

養父市 株式会社エリモロジスティクス　兵庫北営業所 兵庫県養父市上野字北峠１６８番地３９ 079-664-2929

加古郡 株式会社アルファライン　兵庫営業所 兵庫県加古郡稲美町加古４１２６番地５ 079-496-6511

加古郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　神戸西支店 兵庫県加古郡播磨町野添城３丁目４－２６ 078-949-5270

加古郡 神戸三興物流株式会社　明石営業所 兵庫県加古郡播磨町東新島１１－２ 090-5665-9765

加古郡 姫路合同貨物自動車株式会社　明石営業所 兵庫県加古郡播磨町古宮字堀坪１－１０ 078-943-5482

加古郡 碓永自動車株式会社　本社事業所 兵庫県加古郡稲美町岡２３８５－１ 079-495-1181

神崎郡 株式会社ＯＫＵ　本社営業所 兵庫県神崎郡市川町奥８７９－３３ 0790-24-7907

神崎郡 サン・ライズ運輸倉庫株式会社　本社営業所 兵庫県神崎郡市川町神崎字野田７５３ 0790-28-1921

揖保郡 大和運送株式会社　姫路営業所 兵庫県揖保郡太子町松ヶ下２６９－１ 079-276-4620

8／8　ページ　


