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札幌 芦別市 しずえ運輸株式会社　本社 北海道芦別市上芦別町９４番地７２ 0124-23-1119

札幌 岩見沢市 ブルージャパン有限会社　本社 北海道岩見沢市上幌向町５５９－１６ 0126-26-3908

札幌 岩見沢市 北村輸送有限会社　本社営業所 北海道岩見沢市幌向町４０５－２－３ 0126-35-4030

札幌 岩見沢市 株式会社トッキュウ　本社営業所 北海道岩見沢市栗沢町最上４９８－９ 0126-45-2529

札幌 岩見沢市 丸喜運輸株式会社　北海道（栗沢）営業所 北海道岩見沢市栗沢町由良１５番地７ 0126-45-2541

札幌 岩見沢市 株式会社丸庭佐藤建設　本社 北海道岩見沢市岡山町１８－１０、１９ 0126-24-8200

札幌 岩見沢市 北商建設運輸株式会社　本社営業所 北海道岩見沢市東町５９０－７ 0126-25-2111

札幌 恵庭市 北海道三八五流通株式会社　恵庭 北海道恵庭市戸磯７６番地２８ 090-7649-0590

札幌 恵庭市 株式会社樽前工業　本社 北海道恵庭市戸磯５９６－６ 0123-34-8003

札幌 恵庭市 ユート運輸倉庫株式会社　営業本部 北海道恵庭市戸磯４７－１７ 0123-34-1000

札幌 恵庭市 北海道通運株式会社　恵庭営業所 北海道恵庭市北柏木町３－６２－４ 0123-34-6165

札幌 恵庭市 株式会社合通ジェイトラ　本社営業所 北海道恵庭市恵南９番地１ 0123-33-5051

札幌 恵庭市 丸豊陸運株式会社　恵庭営業所 北海道恵庭市黄金南１丁目３１３－２６ 0123-34-0402

札幌 江別市 ダイセー北海道株式会社　江別ハブセンター 北海道江別市角山７１番地５２ 011-391-3514

札幌 江別市 石田建運総業有限会社　本社営業所 北海道江別市緑町東２丁目２８ 011-382-3279

札幌 江別市 ヤマト運輸株式会社　江別白樺通営業所 北海道江別市緑ヶ丘２２－１１ 080-6609-9687

札幌 江別市 キャリー物流株式会社　本社営業所 北海道江別市工栄町２５番地３ 011-375-0050

札幌 江別市 エア・ウォーター物流株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町１９番地７、８、９ 011-391-6423

札幌 江別市 東日輸送株式会社　本社営業所 北海道江別市角山７２番地１４ 011-385-7821

札幌 江別市 日本郵便株式会社　江別郵便局 北海道江別市王子１６－１５ 011-382-2221

札幌 江別市 菱中自動車運輸株式会社　江別営業所 北海道江別市工栄町２－１－３ 011-384-3661

札幌 江別市 エア・ウォーター物流株式会社　札幌環境営業所 北海道江別市工栄町２５番地１１ 011-382-1550

札幌 札幌市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　札幌営業所 北海道札幌市白石区流通センター１丁目８－２５ 011-865-0234

札幌 札幌市 株式会社幌栄　本社 北海道札幌市白石区菊水上町１条４－２８８－３ 011-823-1270

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌主管支店 北海道札幌市厚別区厚別中央３条１丁目２－３０ 011-891-7481

札幌 札幌市 株式会社伸和物流システム　本社営業所 北海道札幌市北区東茨戸２条１丁目６９－１ 011-711-2254

札幌 札幌市 株式会社寿物流サービス　本社 北海道札幌市手稲区新発寒七条２丁目２－１１ 011-215-4224

札幌 札幌市 株式会社エス・ケー・ライン　東営業所 北海道札幌市白石区流通センター１丁目２２７－８３ 011-860-7711

札幌 札幌市 北海道三八五流通株式会社　札幌営業所 北海道札幌市東区伏古３条４丁目１－１５ 011-827-7385

札幌 札幌市 有限会社エス・アイ・エフ　エス・アイ・エフ東営業所 北海道札幌市東区北丘珠一条３丁目６５４番地３２ 011-789-2225

札幌 札幌市 曲長札幌開発工業株式会社　本社営業所 北海道札幌市東区北１２条東１７丁目１－２３ 011-872-4188

札幌 札幌市 札幌通運株式会社　ＪＲ貨物支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目１－１０　Ｃ－１ 080-2872-0696

札幌 札幌市 株式会社ＡＫＣｏｍｐａｎｙ　本社 北海道札幌市白石区菊水元町８条２丁目１５番７号 011-799-1011

札幌 札幌市 株式会社マルハリ　本社営業所 北海道札幌市東区東苗穂８条１丁目７番１６号 011-783-0729

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（北海道）
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札幌 札幌市 株式会社中栄　本社 北海道札幌市北区新琴似町７８５番地５ 011-769-2516

札幌 札幌市 タイヨウ株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目６番５８号 011-865-0123

札幌 札幌市 山光運輸株式会社　本社 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－６ 011-860-5075

札幌 札幌市 泉車輛輸送株式会社　札幌営業所 北海道札幌市白石区米里２２２８番４９ 011-871-5801

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌月寒営業所 北海道札幌市豊平区月寒西２条９丁目１－１ 080-5068-1338

札幌 札幌市 ＴＳネットワーク株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター７－７－１ 011-896-3131

札幌 札幌市 マクサム通運株式会社　札幌 北海道札幌市白石区北郷８条４丁目２－２５－２０２ 011-826-3380

札幌 札幌市 有限会社徳友エクスプレス　札幌 北海道札幌市東区伏古４条４丁目１－２９ 011-790-6025

札幌 札幌市 大和建設運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市南区真駒内本町１－１－１ 011-811-1255

札幌 札幌市 北部小型運送有限会社　本社 北海道札幌市中央区北３条東８－３７０ 011-231-5829

札幌 札幌市 北海万豊運輸株式会社　本社 北海道札幌市豊平区平岸４条１４丁目４番７－５３０号 011-879-3025

札幌 札幌市 株式会社トータル運輸　本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町７７１－５ 011-763-8800

札幌 札幌市 三ッ輪物流株式会社　白石 北海道札幌市白石区流通センター３丁目１番３４号 011-864-5171

札幌 札幌市 八進運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区菊水上町４条２丁目１３６番６１ 011-823-8111

札幌 札幌市 不二運輸株式会社　本社 北海道札幌市清田区里塚緑が丘９丁目２番１号 011-881-1260

札幌 札幌市 しらいトランク・サポート株式会社　本社 北海道札幌市白石区米里３条３丁目６番２４号 011-598-0207

札幌 札幌市 有限会社ビーエヌ企画　本社営業所 北海道札幌市白石区米里３条３丁目６－２４ 011-598-0328

札幌 札幌市 東札幌輸送株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区北郷９条９丁目３番２７号 011-879-5595

札幌 札幌市 株式会社巨都運輸　札幌西営業所 北海道札幌市北区新琴似町５６１番地１ 011-788-5945

札幌 札幌市 殖産運輸株式会社　本社 北海道札幌市東区北５１条東７－３－５ 011-764-5323

札幌 札幌市 株式会社札幌清興サービス　本社営業所 北海道札幌市東区北丘珠４条４丁目３番６号 011-790-3636

札幌 札幌市 日通札幌運輸株式会社　本社 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－１５ 011-861-8116

札幌 札幌市 株式会社アスカ運輸　本社 北海道札幌市東区中沼町７８番地９３ 011-792-2233

札幌 札幌市 新成運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区栄通３－２－２２ 011-851-6755

札幌 札幌市 アドバンスクリエイト株式会社　本社営業所 北海道札幌市東区東雁来１４条４丁目３番１号 011-792-7533

札幌 札幌市 大同運輸株式会社　札幌南営業所 北海道札幌市豊平区平岸一条２３丁目２番４号 080-1876-3772

札幌 札幌市 札幌軽量急送株式会社　清田営業所 北海道札幌市白石区菊水元町１条２丁目２番５号 011-771-3322

札幌 札幌市 丸喜運輸株式会社　本社 北海道札幌市東区北丘珠１条４－２－１ 011-791-1361

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　札幌西郵便局 北海道札幌市西区山の手５条１丁目３－１ 011-614-0361

札幌 札幌市 月寒運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－３－４５ 011-863-2277

札幌 札幌市 月寒運輸株式会社　大谷地営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３番４５号 011-863-2277

札幌 札幌市 諸星運輸株式会社　札幌営業所 北海道札幌市手稲区新発寒５条１丁目５ー３０ 011-662-1333

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　厚別郵便局 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目１－１ 011-891-1815

札幌 札幌市 東北陸運株式会社　札幌営業所 北海道札幌市北区新川３条１７丁目１－７ 011-765-3777

札幌 札幌市 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　フェリー営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目１－１０ 011-846-2501

札幌 札幌市 株式会社エスワイプロモーション　札幌北営業所 北海道札幌市北区篠路６条７丁目１２４番２ 011-776-5845
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札幌 札幌市 日本郵便株式会社　豊平郵便局 北海道札幌市豊平区美園３条６丁目３－４ 011-831-1664

札幌 札幌市 株式会社アサヒセキュリティ　札幌営業所 北海道札幌市白石区東札幌６条２丁目１７－１ 011-841-0191

札幌 札幌市 株式会社マルカワ新港運輸倉庫　本社営業所 北海道札幌市東区北１２条東１７丁目１－２３ 011-752-4188

札幌 札幌市 共通運送株式会社　札幌東営業所 北海道札幌市東区丘珠町５４７番地２７ 011-789-1780

札幌 札幌市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　札幌営業所 北海道札幌市西区八軒一条東４丁目１－１２ 011-633-1877

札幌 札幌市 有限会社ラベンダーオイル　本社営業所 北海道札幌市東区北２４条東２１丁目６番１１号 011-787-9111

札幌 札幌市 株式会社エスラインギフ　札幌営業所 北海道札幌市西区発寒１６条１３丁目４－１ 011-665-2980

札幌 札幌市 日本郵便株式会社　札幌北郵便局 北海道札幌市北区新琴似４条２丁目１２－５ 011-762-7202

札幌 札幌市 株式会社サカイ引越センター　札幌東支社 北海道札幌市白石区本通２０丁目南１－３４ 011-860-4015

札幌 札幌市 株式会社ランテック　札幌営業所 北海道札幌市北区新琴似町５６１番地１ 011-764-2310

札幌 札幌市 エア・ウォーター物流株式会社　白石営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目２２７ー１３７ 011-867-5600

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　北郷営業所 北海道札幌市白石区北郷２条１１丁目３番１６号 011-891-7481

札幌 札幌市 福山エクスプレス株式会社　札幌営業所 北海道札幌市東区東苗穂四条３丁目２番１８号 011-782-2611

札幌 札幌市 日の出運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市西区発寒１０条６丁目４－２５ 011-664-2606

札幌 札幌市 極東運輸株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３番６号 011-864-3352

札幌 札幌市 キャリー株式会社　本社営業所 北海道札幌市北区新川３条１９丁目１番７号 011-765-4114

札幌 札幌市 株式会社北雄運輸　本社 北海道札幌市白石区北郷４条４丁目２－４ 011-872-3333

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌篠路営業所 北海道札幌市北区篠路２条１０丁目１１番１５号 080-5451-6200

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　藤野営業所 北海道札幌市南区藤野２条６丁目５番１号 080-5481-5576

札幌 札幌市 日立物流ダイレックス株式会社　札幌東営業所 北海道札幌市東区中沼町５－３ 011-790-2011

札幌 札幌市 丸幸ムサシ工業株式会社　本社営業所 北海道札幌市清田区平岡４条３丁目４５－１２７の内 011-882-2265

札幌 札幌市 札幌新聞輸送株式会社　本社営業所 北海道札幌市西区八軒６条西１０－３－２０ 011-621-4163

札幌 札幌市 北海道明治大和倉庫株式会社　　札幌東営業所 北海道札幌市白石区米里２条４－５－１５ 011-875-8719

札幌 札幌市 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流　本社営業所 北海道札幌市白石区流通センター５－５－１８ 011-864-0272

札幌 札幌市 株式会社ロジパルエクスプレス　札幌営業所 北海道札幌市白石区米里三条３－５－１５ 011-879-7552

札幌 札幌市 日立物流ダイレックス株式会社　札幌西営業所 北海道札幌市西区発寒１０条１２丁目２－２０ 011-666-9907

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌宮の沢営業所 北海道札幌市西区宮の沢１条４丁目４番４０号 011-891-7481

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌手稲営業所 北海道札幌市手稲区曙４条１丁目７－７ 080-5068-0051

札幌 札幌市 北海道フーズ輸送株式会社　本社営業所 北海道札幌市西区発寒８条１１丁目２番４３号 011-688-7561

札幌 札幌市 株式会社ヤマカ山加運輸　西営業所
北海道札幌市西区発寒１３条１４丁目１０７９－１４、１

０８０―１６
011-665-3001

札幌 札幌市 室蘭海陸通運株式会社　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター５丁目３－２０ 011-865-2755

札幌 札幌市 中村運送株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区米里１条４－３－４５ 011-874-1311

札幌 札幌市 北海澁澤物流株式会社　本社営業所 北海道札幌市白石区中央３条４－３－４６ 011-821-4131

札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社　札幌苗穂営業所 北海道札幌市東区北１０条東１７丁目１ 080-5481-7221

札幌 札幌市 北海道西濃運輸株式会社　札幌西支店 北海道札幌市西区発寒１５条１４丁目４－１ 011-664-3141
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札幌 札幌市 幸楽輸送株式会社　札幌輸送課 北海道札幌市清田区清田１条１－１－３３ 011-881-1687

札幌 札幌市 株式会社北洋運輸　本社営業所 北海道札幌市東区本町１条１１丁目１－１０ 011-782-9608

札幌 札幌市 武田運輸株式会社　北営業所 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目２番７号 011-782-5861

札幌 三笠市 丸一運輸株式会社　三笠営業所 北海道三笠市萱野１２２番地１ 01267-2-5511

札幌 三笠市 栄冠運輸株式会社　岩見沢営業所 北海道三笠市岡山２１４－５ 0126-72-8311

札幌 小樽市 須貝運輸株式会社　本社営業所 北海道小樽市高島２－１－７ 0134-32-3636

札幌 小樽市 有限会社北立建材工業　本社 北海道小樽市天神２丁目１０番２号 0134-61-1217

札幌 小樽市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店小樽事業所 北海道小樽市塩谷１丁目１番３６号 0134-26-2550

札幌 小樽市 株式会社Ｓｕｎ．Ｋ物流　小樽 北海道小樽市築港７－８ 0134-64-5737

札幌 小樽市 北海道郵便逓送株式会社　小樽営業所 北海道小樽市港町６－２ 0134-22-5239

札幌 小樽市 ノーザントランスポートサービス株式会社　本社営業所 北海道小樽市築港８番１５号 0134-31-1500

札幌 小樽市 北海道通運株式会社　小樽支店 北海道小樽市築港７－１３ 0134-33-6111

札幌 小樽市 藤本運輸株式会社　本社営業所 北海道小樽市有幌町１ー３ 0134-22-5850

札幌 小樽市 丸大トラック株式会社　本社事業所 北海道小樽市高島１－１－３ 0134-22-8880

札幌 小樽市 株式会社トーウン　新港営業所 北海道小樽市銭函５丁目７１－２ 0133-73-1221

札幌 小樽市 北海道西濃運輸株式会社　小樽営業所 北海道小樽市築港８番９号 0134-33-5111

札幌 石狩市 株式会社伸和物流システム　石狩営業所 北海道石狩市新港西２丁目７６５番地５ 0133-77-5920

札幌 石狩市 丸高運輸株式会社　本社 北海道石狩市新港西１－７０３－１０ 0133-73-7191

札幌 石狩市 山桜商事有限会社　本社営業所 北海道石狩市新港東２丁目２－７ 0133-77-8182

札幌 石狩市 株式会社ユーケートランスポート　石狩 北海道石狩市新港東２丁目１８－１ 0133-60-6330

札幌 石狩市 株式会社ユソー・テック　本社 北海道石狩市新港西１丁目７００番地１４ 0133-75-6678

札幌 石狩市 参商輸送株式会社　石狩 北海道石狩市新港西２丁目７９７番地１ 0133-71-2511

札幌 石狩市 エア・ウォーター物流株式会社　ＹＢ営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７０番地１ 0133-72-2701

札幌 石狩市 有限会社北海道商事　石狩営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７０番地２ 0133-77-5928

札幌 石狩市 飯島運輸物流株式会社　石狩事業所 北海道石狩市新港西１丁目７０２－２ 0133-77-5673

札幌 石狩市 大同運輸株式会社　石狩営業所 北海道石狩市新港西１丁目７０１番１－２ 0133-73-5421

札幌 石狩市 株式会社フジネット　石狩営業所 北海道石狩市新港西３丁目７６４－６ 0133-75-7575

札幌 石狩市 浜益海運株式会社　本社営業所 北海道石狩市浜益区柏木８７ 0133-79-3233

札幌 石狩市 株式会社ホームエネルギー北海道　札幌センター 北海道石狩市新港南３丁目７０５－４ 0133-64-0805

札幌 石狩市 エア・ウォーター物流株式会社　札幌区域営業所 北海道石狩市新港西２丁目７７９番地 0133-74-7811

札幌 千歳市 弘和運輸倉庫株式会社　千歳営業所 北海道千歳市上長都１１６０－４７ 0123-22-6313

札幌 千歳市 ヤマトボックスチャーター株式会社　千歳輸送支店 北海道千歳市泉沢１００７番２０６ 0123-48-2001

札幌 千歳市 有限会社恒和配送　本社 北海道千歳市泉沢１００７番３６ 0123-25-6625

札幌 千歳市 株式会社トランスウェブ　北海道 北海道千歳市美々７５８－６７ 0123-25-5951

札幌 千歳市 旭川通運株式会社　臨空センター 北海道千歳市泉沢１００７番２６１ 0123-28-8500

札幌 千歳市 株式会社戸田運輸　本社営業所 北海道千歳市上長都１０３９ 0123-23-2669
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札幌 千歳市 札幌パブリック警備保障株式会社　千歳営業所 北海道千歳市千代田町３丁目８番地 0123-40-0861

札幌 千歳市 佐川急便株式会社　千歳営業所 北海道千歳市上長都１０５７番地５ 0570-01-0246

札幌 滝川市 株式会社キャリーハンズ　滝川営業所 北海道滝川市流通団地２丁目２－２０ 0125-22-3461

札幌 滝川市 栄冠運輸株式会社　滝川営業所 北海道滝川市西滝川２２８ 0125-24-0386

札幌 滝川市 札幌通運株式会社　滝川営業所 北海道滝川市流通団地３丁目２４２番５５・６５ 0125-24-3232

札幌 北広島市 株式会社ほくうん　北広島 北海道北広島市大曲中央２丁目３－５ 011-376-4664

札幌 北広島市 ニーズ輸送株式会社　本社 北海道北広島市北の里７２番地８ 011-375-3312

札幌 北広島市 光駿トレーラー輸送株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地５ 011-375-0609

札幌 北広島市 北栄運輸株式会社　本社 北海道北広島市共栄町１－１３－５ 011-372-3346

札幌 北広島市 浪速運送株式会社　札幌 北海道北広島市大曲工業団地３丁目３番地３ 011-377-5888

札幌 北広島市 ヤマト運輸株式会社　北広島大曲営業所 北海道北広島市大曲緑が丘７丁目１７番地 080-9028-0318

札幌 北広島市 株式会社ニルス　北広島営業所 北海道北広島市共栄３６２ー１ 011-398-6264

札幌 北広島市 共通運送株式会社　北広島営業所 北海道北広島市輪厚４３１番地３ 011-804-4040

札幌 北広島市 北海道センコー株式会社　北広島車輌センター 北海道北広島市北の里３－２７ 011-376-6605

札幌 北広島市 株式会社東栄運送　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地１丁目３－１８ 011-377-6477

札幌 北広島市 第一貨物株式会社　札幌支店 北海道北広島市大曲幸町１丁目７番１ 011-370-3301

札幌 北広島市 北海道電電輸送株式会社　本社営業所 北海道北広島市大曲工業団地４丁目５－１ 011-375-9219

札幌 虻田郡 大三運輸株式会社　倶知安営業所 北海道虻田郡倶知安町北３条東５丁目１－３ 0136-21-2333

札幌 虻田郡 日本郵便株式会社　倶知安郵便局 北海道虻田郡倶知安町南１条東１丁目１７ 0136-22-1301

札幌 樺戸郡 有限会社誠和運輸　本社営業所 北海道樺戸郡新十津川字弥生３－１５ 0125-76-2711

札幌 空知郡 有限会社米内搬舎　本社営業所 北海道空知郡奈井江町字奈江原野２０４０番地１１ 0125-65-3034

札幌 古平郡 ワイズ建機運輸合同会社　本社 北海道古平郡古平町大字浜町３９３番地１ 0135-42-3044

札幌 寿都郡 星和運輸有限会社　本社 北海道寿都郡寿都町字磯谷町島古丹５８ 0136-65-6311

札幌 石狩郡 ヤマト運輸株式会社　石狩営業所 北海道石狩郡当別町栄町５３－８９ 080-5043-0622

札幌 夕張郡 坂田運輸有限会社　本社営業所 北海道夕張郡栗山町中央１－１５８ 0123-72-1926

旭川 旭川市 株式会社エース　旭川営業所 北海道旭川市流通団地３条５丁目７番 0166-85-6581

旭川 旭川市 旭川陸送有限会社　本社営業所 北海道旭川市永山北２条７丁目１９番２ 0166-48-3286

旭川 旭川市 株式会社新共運輸　本社営業所 北海道旭川市永山北２条７丁目１６０番地 0166-48-3356

旭川 旭川市 エア・ウォーター物流株式会社　旭川営業所 北海道旭川市東旭川北３条６丁目９４番地１ 0166-36-3323

旭川 旭川市 株式会社エネサンス北海道物流　旭川営業所 北海道旭川市永山北３条１０丁目２－１２ 0166-47-5666

旭川 旭川市 美瑛小型運送株式会社　本社営業所 北海道旭川市末広東１条１５丁目２番１７号 0166-58-3555

旭川 旭川市 株式会社エース　旭川第二営業所 北海道旭川市永山３条２丁目２番３号 0166-85-6560

旭川 旭川市 北海道東北名鉄運輸株式会社　旭川支店 北海道旭川市新星町１丁目２－３７ 0166-26-6400

旭川 旭川市 株式会社パールライン　本社営業所 北海道旭川市流通団地４条５丁目３１番地１ 0166-74-6788

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川南営業所 北海道旭川市神楽４条１０丁目４５０ 080-5044-1837

旭川 旭川市 北海道トナミ運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市工業団地５条２丁目１番９号 0166-73-5115

5／12　ページ



R4.12.15

地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

旭川 旭川市 共通商事株式会社　旭川営業所 北海道旭川市流通団地２条５丁目３２番地 0166-40-3555

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川旭町営業所 北海道旭川市旭町１条６丁目８４１番４２，４３，２６０ 080-5451-6037

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社　旭川中央西営業所 北海道旭川市東６条３丁目３３ 080-5044-1824

旭川 旭川市 山光運輸株式会社　旭川営業所 北海道旭川市流通団地３条５丁目１ 0166-47-0022

旭川 旭川市 北海道車輛運送株式会社　旭川事業所 北海道旭川市永山北１条９丁目３１番４号 0166-74-7013

旭川 旭川市 ノーストランス株式会社　旭川営業所 北海道旭川市新星町１丁目１番１３号 0166-26-0621

旭川 旭川市 松岡満運輸株式会社　旭川支店 北海道旭川市末広８条５丁目５３１７－１２ 0166-51-4151

旭川 旭川市 日本郵便株式会社　旭川中央郵便局 北海道旭川市６条通６丁目２８－１ 0166-23-1606

旭川 旭川市 株式会社フジネット　旭川営業所 北海道旭川市永山北２条７丁目１３－２０ 0166-47-1825

旭川 旭川市 株式会社ＬＮＪ道東　旭川営業所 北海道旭川市永山北１条７丁目３８番地１ 0166-48-2101

旭川 旭川市 株式会社ホームエネルギー北海道　旭川センター 北海道旭川市永山北１条９丁目２１－６ 0166-47-1818

旭川 旭川市 旭川小型運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山二条３丁目２番１８号 0166-48-3261

旭川 旭川市 北海道西濃運輸株式会社　旭川支店

北海道旭川市永山北３条８丁目１－２，１８３－１，１８

４－１・２・３，１８５－２，１８７，１８５－５，１－

６，１８５－１

0166-47-1606

旭川 旭川市 日新運輸株式会社　本社営業所 北海道旭川市永山北２条８丁目１９－４ 0166-48-4006

旭川 士別市 西尾運送有限会社　本社営業所 北海道士別市下士別町１２３７番８ 0165-23-1657

旭川 士別市 永大運輸株式会社　本社営業所 北海道士別市上士別町１６線北３ 0165-24-2206

旭川 士別市 士別運送株式会社　本社営業所 北海道士別市南町東３区４７２－３ 0165-23-2321

旭川 深川市 ヤマト運輸株式会社　深川営業所 北海道深川市音江町字広里５丁目９７番地 080-5068-2955

旭川 稚内市 株式会社共立空輸　稚内営業所 北海道稚内市中央２丁目１４４２番９ 0162-23-2656

旭川 稚内市 旭川郵便輸送株式会社　稚内営業所 北海道稚内市宝来２丁目７番１５号 0162-23-5186

旭川 稚内市 株式会社北日本物流　本社営業所 北海道稚内市末広１丁目３番６号 0162-24-3636

旭川 稚内市 真田運輸株式会社　稚内営業所 北海道稚内市声問１丁目６－２８ 0162-27-2550

旭川 稚内市 札樽自動車運輸株式会社　稚内営業所 北海道稚内市末広５丁目７番１９号 0162-33-5511

旭川 稚内市 北日本運送株式会社　本社営業所 北海道稚内市港５丁目２－１４ 0162-23-5344

旭川 富良野市 富良野通運株式会社　本社営業所 北海道富良野市朝日町１３－６ 0167-22-2131

旭川 名寄市 ユート運輸倉庫株式会社　名寄営業所 北海道名寄市西８条北９丁目２１－３ 01654-8-8070

旭川 名寄市 日本郵便株式会社　名寄郵便局 北海道名寄市西１条南２丁目１６ 01654-3-3611

旭川 名寄市 士別運送株式会社　名寄営業所 北海道名寄市字徳田２５６番地２９ 01654-9-4570

旭川 留萌市 大同運輸株式会社　留萌営業所 北海道留萌市潮静３丁目１１ 0164-42-5522

旭川 留萌市 日本郵便株式会社　留萌郵便局 北海道留萌市本町１丁目３８ 0164-42-0180

旭川 留萌市 北新貨物株式会社　本社営業所 北海道留萌市開運町２丁目１－３１ 0164-42-0012

旭川 空知郡 富良野通運株式会社　上富良野営業所 北海道空知郡上富良野町栄町１丁目２番４２号 0167-45-2101

旭川 枝幸郡 全国酪農飼料株式会社　道北営業所
北海道枝幸郡枝幸町字フーレップ１１９０－１２，１０８

３－７
0163-66-1019
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旭川 枝幸郡 ホッコウ物流株式会社　枝幸営業所 北海道枝幸郡枝幸町幸町８１２２番地 0163-62-2041

旭川 枝幸郡 丸一運輸株式会社　中頓別営業所 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１７４番地６ 01634-6-2001

旭川 宗谷郡 株式会社テイシン　本社営業所 北海道宗谷郡猿払村浅茅野台地３４２番地４４６ 01635-5-7001

旭川 上川郡 ニーズ輸送株式会社　旭川営業所 北海道上川郡当麻町宇園別１区１３９７番地２１ 0166-84-5100

旭川 上川郡 株式会社富田通商　旭川営業所 北海道上川郡鷹栖町１３２番地６０ 0166-87-5548

旭川 上川郡 ヤマト運輸株式会社　北海道美瑛営業所 北海道上川郡美瑛町大町２丁目５０３－１１ 080-5044-1639

旭川 上川郡 北海道輸送株式会社　下川営業所 北海道上川郡下川町共栄町７２番地 01655-4-2525

旭川 上川郡 有限会社シティライン　本社営業所 北海道上川郡当麻町３条西２丁目６番５号 0166-84-7080

旭川 上川郡 下川運輸株式会社　本社営業所 北海道上川郡下川町南町１２３番地 01655-4-2531

旭川 上川郡 ホクレン運輸株式会社　旭川支店 北海道上川郡鷹栖町７線１１号３番地 0166-59-3811

旭川 上川郡 士別運送株式会社　剣淵営業所 北海道上川郡剣淵町仲町４０番地１ 0165-34-2221

旭川 上川郡 士別運送株式会社　和寒営業所 北海道上川郡和寒町字南町７番地３０１ 0165-32-2405

旭川 上川郡 日本通運株式会社　旭川自動車事業所 北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６ 0166-59-3388

旭川 天塩郡 エア・ウォーター物流株式会社　豊富営業所 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ３２２８番１９ 0162-82-3412

旭川 苫前郡 ヤマト運輸株式会社　北海道羽幌営業所 北海道苫前郡羽幌町字北町２８－６ 080-5044-1730

函館 函館市 株式会社山田運送　本社営業所 北海道函館市西桔梗町５９３番１ 0138-50-8500

函館 函館市 ヤマト運輸株式会社　函館広野営業所 北海道函館市広野町５番９号 080-5045-0544

函館 函館市 函館運輸サービス株式会社　本社営業所 北海道函館市西桔梗町５８９－１４８ 0138-49-3636

函館 函館市 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　函館 北海道函館市西桔梗町５８９－１４９ 0138-49-5555

函館 函館市 ヤマトボックスチャーター株式会社　函館輸送支店 北海道函館市港町３丁目１９番１号 0138-62-5011

函館 函館市 有限会社みどり運輸　本社 北海道函館市西桔梗町８６３－１ 0138-86-5588

函館 函館市 函館運送株式会社　西桔梗 北海道函館市西桔梗町５８９－１４８ 0138-49-3636

函館 函館市 日本通運株式会社　函館航空貨物センター 北海道函館市高松町５７０－２２ 0138-57-2600

函館 函館市 広野運輸株式会社　函館営業所 北海道函館市亀田港町６３番地４号 0138-84-6381

函館 函館市 藤栄輸送株式会社　本社営業所 北海道函館市浅野町２番６号 0138-84-1800

函館 函館市 アヅマ石油荷役サービス株式会社　函館 北海道函館市日乃出町２番１０号 0138-53-8853

函館 函館市 日本一運送株式会社　函館 北海道函館市浅野町２番６号 0138-45-1258

函館 函館市 ハクセン貨物運送株式会社　本社 北海道函館市西桔梗町８１９－３の２ 0138-49-7111

函館 函館市 北新港運株式会社　本社 北海道函館市浅野町５－３ 0138-42-3541

函館 函館市 エア・ウォーター物流株式会社　函館 北海道函館市亀田港町６３－４ 0138-42-8325

函館 函館市 総合運輸株式会社　本社 北海道函館市北浜町８－１５ 0138-42-7389

函館 北斗市 アドバンスクリエイト株式会社　函館営業所 北海道北斗市久根別５丁目１０２番地１７ 0138-86-7753

函館 北斗市 株式会社久日本流通　函館営業所 北海道北斗市七重浜８丁目８ー２３ 0138-84-1371

函館 北斗市 株式会社エンドレス・テック　函館支店 北海道北斗市追分３丁目３６番８９ 0138-48-5670

函館 北斗市 ヤマト運輸株式会社　函館主管支店 北海道北斗市七重浜８丁目１３－２９ 0138-49-6273

函館 北斗市 株式会社フジネット　　函館 北海道北斗市本町８１４番７ 0138-77-7795
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函館 北斗市 大同運輸株式会社　函館 北海道北斗市村山１４０－６６ 0138-77-7712

函館 北斗市 株式会社ホームエネルギー北海道　函館センター 北海道北斗市七重浜７丁目６－３ 0138-49-3144

函館 北斗市 有限会社流通トランスポート　本社 北海道北斗市追分３丁目３番１１号 0138-52-1059

函館 北斗市 ホッコウ物流株式会社　函館営業所 北海道北斗市追分３丁目１番１４号 0138-49-1007

函館 北斗市 北海道西濃運輸株式会社　函館支店 北海道北斗市追分５丁目５－２４ 0138-49-2331

函館 茅部郡 大雄陸運株式会社　森営業所 北海道茅部郡森町字尾白内７０６番地５ 01374-2-5300

函館 亀田郡 有限会社姶良物流　函館営業所 北海道亀田郡七飯町字峠下６９番２ 0138-83-5715

函館 亀田郡 石油輸送株式会社　函館営業所 北海道亀田郡七飯町本町３丁目２－１０ 0138-77-5120

函館 亀田郡 株式会社ランテック　函館 北海道亀田郡七飯町字中島１４８番地８ 0138-84-5537

函館 上磯郡 株式会社手塚産業　本社 北海道上磯郡木古内町字瓜谷１２２番地 01392-2-4740

函館 二海郡 大雄陸運株式会社　八雲営業所 北海道二海郡八雲町花浦８３番地１ 0134-65-6311

函館 二海郡 ヤマト運輸株式会社　北海道八雲営業所 北海道二海郡八雲町東雲町１８－１ 080-5045-0552

函館 桧山郡 ヤマト運輸株式会社　江差松前営業所 北海道桧山郡江差町字中歌町１９８番１ 080-5045-0550

室蘭 伊達市 株式会社ミナミ　本社営業所 北海道伊達市松ヶ枝町４３－１７ 0142-23-2339

室蘭 室蘭市 サンライナー株式会社　室蘭営業所 北海道室蘭市仲町６４番地 0143-44-7412

室蘭 室蘭市 アート引越センター株式会社　室蘭支店 北海道室蘭市東町３丁目２番１８ 0143-44-0123

室蘭 室蘭市 日本郵便株式会社　東室蘭郵便局 北海道室蘭市東町２丁目２７－２ 0143-44-3340

室蘭 室蘭市 室蘭海陸通運株式会社　東室蘭支店 北海道室蘭市東町３丁目２－１ 0143-44-3734

室蘭 室蘭市 日通室蘭運輸株式会社　本社営業所 北海道室蘭市御崎町１丁目３５番地１ 0143-22-2611

室蘭 登別市 アヅマ石油荷役サービス株式会社　室蘭営業所 北海道登別市新生町１丁目１０番地５－２ 0143-82-5522

室蘭 登別市 北海道西濃運輸株式会社　室蘭営業所 北海道登別市大和町１丁目２－１５ 0143-85-8491

室蘭 苫小牧市 北海道車輛運送株式会社　苫小牧事業所 北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２２８番地２０６ 0144-55-5802

室蘭 苫小牧市 北海道三八五流通株式会社　苫小牧 北海道苫小牧市新明町２丁目７－８ 0144-55-6432

室蘭 苫小牧市 ムカワ運輸株式会社　本社 北海道苫小牧市新明町５丁目１－２ 0144-53-6800

室蘭 苫小牧市 サンライナー株式会社　本社 北海道苫小牧市字沼ノ端２番地３４ 0144-55-7788

室蘭 苫小牧市 株式会社ニヤクコーポレーション　北海道支店苫小牧事業 北海道苫小牧市あけぼの町５丁目１番１６号 0144-55-4728

室蘭 苫小牧市 ＮＸ北旺運輸株式会社　本社営業所 北海道苫小牧市一本松町６番地３ 0144-55-5121

室蘭 苫小牧市 株式会社山田運送　苫小牧営業所 北海道苫小牧市ウトナイ北４丁目３番３９号 0144-53-1500

室蘭 苫小牧市 ヤマト運輸株式会社　苫小牧東営業所 北海道苫小牧市ウトナイ北２丁目１番１６号 080-6604-9419

室蘭 苫小牧市 有限会社サツケン　　　苫小牧営業所 北海道苫小牧市一本松町１５番地４７ 0144-84-1500

室蘭 苫小牧市 日軽物流株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市晴海町４３－３ 0144-55-6837

室蘭 苫小牧市 株式会社トランシス　苫小牧営業所 北海道苫小牧市一本松町４番３ 0144-82-9171

室蘭 苫小牧市 北海道トナミ運輸株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市柏原６番地３０７ 0144-52-1073

室蘭 苫小牧市 株式会社シズナイロゴス　苫小牧支店 北海道苫小牧市一本松町３番１４ 0144-55-4324

室蘭 苫小牧市 株式会社北海道日新　苫小牧事業所 北海道苫小牧市新明町２丁目３－４ 0144-55-3171

室蘭 苫小牧市 北海道通運株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市字柏原６番２０７ 0144-55-5066
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室蘭 苫小牧市 株式会社鈴与カーゴネット北海道　苫小牧営業所 北海道苫小牧市あけぼの町４丁目１番７１号 0144-57-2255

室蘭 苫小牧市 苫小牧埠頭株式会社　晴海営業所 北海道苫小牧市晴海町４３－５３ 0144-55-5110

室蘭 苫小牧市 ノーストランス株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市新明町４丁目１－５ 0144-55-2072

室蘭 苫小牧市 ホクレン運輸株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市真砂町３６番地８ 0144-56-3611

室蘭 苫小牧市 室蘭海陸通運株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市新明町１丁目６－９ 0144-56-5170

室蘭 苫小牧市 北海道西濃運輸株式会社　苫小牧支店 北海道苫小牧市新明町１丁目１－１１ 0144-55-6531

室蘭 浦河郡 ヤマト運輸株式会社　浦河営業所 北海道浦河郡浦河町堺町西１丁目８３－９３ 080-5044-1424

室蘭 日高郡 株式会社田湯産業　本社営業所 北海道日高郡新ひだか町静内末広町３丁目２０－１ 0146-42-1440

室蘭 白老郡 有限会社ビーエヌ企画　白老営業所 北海道白老郡白老町字石山７１－９の内 0144-83-6004

室蘭 幌泉郡 株式会社ホロトラ建設興業　本社営業所 北海道幌泉郡えりも町字大和５０１ 01466-2-3331

室蘭 幌泉郡 ヤマト運輸株式会社　えりも・様似営業所 北海道幌泉郡えりも町大和２１６－６ 080-5044-1427

室蘭 勇払郡 ムカワ運輸株式会社　鵡川 北海道勇払郡むかわ町大成１－６ 0145-42-2556

室蘭 有珠郡 壮瞥貨物運輸株式会社　本社営業所 北海道有珠郡壮瞥町字滝の町２８３－８ 0142-66-2221

室蘭 様似郡 東北陸運株式会社　様似営業所 北海道様似郡様似町西町２７－１ 0146-36-5055

室蘭 様似郡 株式会社ＬＮＪさくらスマイル　様似営業所 北海道様似郡様似町西町７４番９ 050-3533-5931

釧路 釧路市 株式会社敬運　本社営業所 北海道釧路市昭和南３丁目４番９号 0154-68-4423

釧路 釧路市 ヤマト運輸株式会社　釧路中央営業所 北海道釧路市南浜町１－５，７ 080-5018-6060

釧路 釧路市 幸和運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路市西港１丁目９９番７ 0154-55-4647

釧路 釧路市 有限会社東実運輸　本社営業所 北海道釧路市星が浦南６丁目６－２８ 0154-57-2277

釧路 釧路市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２丁目７番１１号 0154-53-0200

釧路 釧路市 株式会社浜中運輸　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２丁目１番１９号 0154-54-3032

釧路 釧路市 太平洋トラック株式会社　本社営業所 北海道釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4475

釧路 釧路市 ＴＳネットワーク株式会社　釧路流通センター 北海道釧路市鳥取南８－１４－５ 0154-51-2525

釧路 釧路市 日標運輸株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２－１－２２ 0154-53-8626

釧路 釧路市 株式会社たいせつ　釧路支店 北海道釧路市星が浦南１丁目２番１７号 0154-53-0154

釧路 釧路市 イートランス株式会社　釧路 北海道釧路市星が浦南１丁目７番６号 0154-68-5657

釧路 釧路市 ダイセー北海道株式会社　釧路ハブセンター 北海道釧路市星が浦北３ー１－２７ 0154-53-2062

釧路 釧路市 網走交通株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２－４－１６ 0154-65-6109

釧路 釧路市 株式会社富田物流　釧路営業所 北海道釧路市星が浦大通２丁目５番地３ 0154-55-4488

釧路 釧路市 泉車輛輸送株式会社　本社営業所 北海道釧路市鳥取南６－２－２２ 0154-51-5181

釧路 釧路市 株式会社ランテック　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１丁目６番地４ 0154-68-5412

釧路 釧路市 有限会社大連輸送　本社営業所 北海道釧路市昭和北１丁目２２番１２号 0154-53-7337

釧路 釧路市 日本通運株式会社　釧路支店　オペレーションセンター 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１３ 0154-51-6614

釧路 釧路市 株式会社エーシーエル物流北海道　本社営業所 北海道釧路市星が浦大通４丁目１番３７号 0154-68-5385

釧路 釧路市 ホッコウ物流株式会社　釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１－４－１ 0154-52-3085

釧路 釧路市 ヤマト運輸株式会社　釧路城山営業所 北海道釧路市城山１丁目３番３号 080-5043-3519
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釧路 根室市 明協運輸株式会社　穂香事業所 北海道根室市穂香１８０番地７ 0153-24-8018

釧路 根室市 花咲運輸株式会社　本社営業所 北海道根室市花咲港１０９ 0153-25-8321

釧路 根室市 東北陸運株式会社　根室営業所 北海道根室市月岡町２丁目８３－２ 0153-24-1355

釧路 根室市 日本郵便株式会社　根室郵便局 北海道根室市本町４丁目４１－２ 0153-24-2051

釧路 阿寒郡 大松運輸株式会社　鶴居営業所 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西８丁目８番１ 0154-64-2451

釧路 釧路郡 株式会社泰政輸送　本社営業所 北海道釧路郡釧路町河畔２丁目８７番地 0154-40-5488

釧路 釧路郡 アヅマ石油荷役サービス株式会社　釧路営業所 北海道釧路郡釧路町桂５丁目９番６号 0154-39-3050

釧路 釧路郡 ヤマト運輸株式会社　釧路桂木営業所 北海道釧路郡釧路町桂木５－１３ 080-5043-3457

釧路 釧路郡 エア・ウォーター物流株式会社　釧路営業所 北海道釧路郡釧路町中央５－３ 0154-40-3111

釧路 川上郡 有限会社虹別運送　本社営業所 北海道川上郡標茶町字虹別市街３丁目２１番地 015-488-2143

釧路 川上郡 株式会社ＬＮＪ道東　標茶営業所 北海道川上郡標茶町開運１０丁目５０番地 0154-51-5516

釧路 川上郡 岡村運輸株式会社　本社 北海道川上郡標茶町字熊牛原野１５線西１ 015-486-2359

釧路 川上郡 全国酪農飼料株式会社　道東営業所 北海道川上郡弟子屈町朝日４丁目３番８ 015-482-2395

釧路 川上郡 ヤマト運輸株式会社　摩周営業所 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭４丁目１番１１号 080-5043-3472

釧路 標津郡 日本郵便株式会社　中標津郵便局 北海道標津郡中標津町西５条南１丁目１－６ 0153-72-3100

釧路 標津郡 エア・ウォーター物流株式会社　中標津営業所 北海道標津郡中標津町東当幌１７番地８ 0153-72-5788

釧路 野付郡 ヤマト運輸株式会社　別海営業所 北海道野付郡別海町別海川上町２０番１３ 080-5043-3498

帯広 帯広市 日本通運株式会社　帯広警送事業所 北海道帯広市西２０条南１丁目１番１０ 0155-41-1708

帯広 帯広市 帯広商運株式会社　本社 北海道帯広市清流東２丁目１６番地３ 0155-29-3363

帯広 帯広市 株式会社サカイ引越センター　帯広支社 北海道帯広市西１９条北１丁目４－８ 0155-38-5016

帯広 帯広市 株式会社帯広運輸　本社営業所 北海道帯広市西２０条南１丁目１４－２８ 0155-33-2431

帯広 帯広市 株式会社富田通商　帯広 北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３９ 0155-38-2377

帯広 帯広市 株式会社道栄運輸　本社営業所 北海道帯広市西２４条北２丁目５番２４号 0155-66-7624

帯広 帯広市 株式会社ランテック　十勝 北海道帯広市西１８条南１丁目２番地１９ 0155-67-4403

帯広 帯広市 マルハチ急行株式会社　本社営業所 北海道帯広市西２４条北２丁目５番地６１ 0155-37-5888

帯広 帯広市 株式会社新聞協同運輸　帯広営業所 北海道帯広市西２１条北１丁目１番１号 0155-66-7090

帯広 帯広市 有限会社ケイホク運輸　帯広営業所 北海道帯広市西２３条北２丁目１７－３３ 0155-66-6673

帯広 帯広市 札幌定温運輸株式会社　帯広営業所
北海道帯広市西２４条北２丁目５－６３・５－６４・５－

６２・５－６７
0155-37-6191

帯広 帯広市 ヤマト運輸株式会社　帯広中央営業所 北海道帯広市東７条南１６丁目１番３ 080-5043-3396

帯広 帯広市 ヤマト運輸株式会社　帯広南営業所 北海道帯広市西１０条南３４丁目１－２５ 080-5043-3375

帯広 河西郡 株式会社三協トランスポート　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線２番地２１ 0155-61-3361

帯広 河西郡 釧路貨物自動車株式会社　十勝 北海道河西郡芽室町東芽室北１－１８－１２ 0155-62-5228

帯広 河西郡 南日通運輸株式会社　本社営業所 北海道河西郡中札内村東３条南１丁目７ 0155-67-2001

帯広 河西郡 有限会社たけむら　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線１９番地２４ 0155-62-6452

帯広 河西郡 有限会社北周急輪　本社営業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線２２－９ 0155-62-7737
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帯広 河西郡 北海道西濃運輸株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線２１－１ 0155-62-3545

帯広 河東郡 有限会社Ｔ・Ｔ・Ｋ　本社営業所 北海道河東郡鹿追町西町３丁目３番地２ 0156-67-7883

帯広 河東郡 ニーズ輸送株式会社　帯広営業所 北海道河東郡音更町字音更西２線１７－５ 0155-66-5618

帯広 河東郡 エア・ウォーター物流株式会社　十勝営業所 北海道河東郡音更町新通２０丁目３ 0155-45-4711

帯広 河東郡 広野運輸株式会社　帯広営業所 北海道河東郡音更町字音更西３線８番地１６ 0155-67-1137

帯広 河東郡 士幌運輸有限会社　本社 北海道河東郡士幌町字士幌西２ー１３８－１９ 01564-5-2456

帯広 河東郡 北斗運輸株式会社　本社 北海道河東郡士幌町字士幌西２線１５５－７ 01564-5-2112

帯広 河東郡 幸楽輸送株式会社　十勝事業部 北海道河東郡音更町字音更西３線１４－２５ 0155-67-0532

帯広 広尾郡 ヤマト運輸株式会社　十勝広尾営業所 北海道広尾郡広尾町並木通西３丁目４８ 080-5043-3436

帯広 上川郡 清水運送株式会社　本社営業所 北海道上川郡清水町字清水基線西１４－２ 0156-62-2266

帯広 上川郡 ヤマト運輸株式会社　十勝清水営業所
北海道上川郡清水町南４条８丁目７番１・９番・１１番・

１３番・１５番
080-5043-3430

帯広 中川郡 佐川急便株式会社　本別営業所 北海道中川郡本別町上本別１４番地１９ 0570-01-0504

帯広 中川郡 株式会社ＬＮＪ道東　本別営業所 北海道中川郡本別町美里別４１－５ 080-6095-6223

帯広 中川郡 ヤマト運輸株式会社　十勝池田営業所 北海道中川郡池田町利別本町２２ 080-5043-3412

北見 北見市 北海道ロード運輸株式会社　北見営業所 北海道北見市東相内町１１０番地１７ 0157-57-3016

北見 北見市 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社　北見支社 北海道北見市常盤町２丁目１番地２ 0157-22-3060

北見 北見市 エア・ウォーター物流株式会社　北見営業所 北海道北見市端野町３区３６７－５ 0157-67-6010

北見 北見市 株式会社たいせつ　北見支店 北海道北見市上ところ４７９番地１ 0157-66-7788

北見 北見市 ヤマト運輸株式会社　北見柏陽町営業所 北海道北見市柏陽町２８－１，２８－４ 0157-26-0286

北見 北見市 株式会社エース　北見第二営業所 北海道北見市卸町３丁目５番地６号 0157-33-1058

北見 北見市 株式会社富田通商　本社営業所 北海道北見市東相内町５４－１ 0157-36-8100

北見 北見市 株式会社富田物流　本社営業所 北海道北見市東相内町６２０番地２ 0157-36-8107

北見 北見市 津軽運輸株式会社　本社営業所 北海道北見市文京町６１４－４７ 0157-22-1311

北見 北見市 株式会社ホームエネルギー北海道　北見センター 北海道北見市端野町三区４５４－５ 0157-56-2628

北見 北見市 北見陸送株式会社　本社営業所 北海道北見市北上３４８－１ 0157-38-2600

北見 北見市 アヅマ石油荷役サービス株式会社　北見営業所 北海道北見市美山町東２丁目６８番６２ 0157-69-6077

北見 北見市 ヤマト運輸株式会社　常呂営業所 北海道北見市常呂町字土佐４３－４，４３－６ 080-5043-3325

北見 網走市 ヤマト運輸株式会社　網走北営業所 北海道網走市大曲１－１７－４ 080-6609-3517

北見 網走市 北海道郵便逓送株式会社　網走営業所 北海道網走市港町４番地１８号 0152-43-2826

北見 斜里郡 ヤマト運輸株式会社　斜里営業所 北海道斜里郡斜里町光陽町４３番１ 080-5043-3345

北見 網走郡 株式会社たいせつ　本社営業所 北海道網走郡大空町女満別西３条２丁目１番１３号 0152-74-2142

北見 網走郡 株式会社重林機　美幌営業所 北海道網走郡美幌町高野７２番地４ 0152-73-5161

北見 網走郡 津別通運株式会社　本社営業所 北海道網走郡津別町字共和２６－１ 0152-76-2062

北見 網走郡 ヤマト運輸株式会社　美幌営業所 北海道網走郡美幌町字稲美９０－９７ 080-5043-3353

北見 紋別郡 ヤマト運輸株式会社　遠軽営業所 北海道紋別郡遠軽町大通北９丁目１－４０、１－５０ 080-5044-1749
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北見 紋別郡 ヤマト運輸株式会社　北海道雄武営業所 北海道紋別郡雄武町字北雄武２９８－１、２９８－２ 080-6695-6193

北見 紋別郡 遠軽通運株式会社　本社営業所 北海道紋別郡遠軽町学田２－９－１ 0158-42-3111
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