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あま市 大田運輸株式会社　本社営業所 愛知県あま市上萱津八剱８８－７ 052-441-8312

あま市 ヤマト運輸株式会社　七宝営業所 愛知県あま市七宝町川部埋田４５ 080-5044-4944

あま市 ＳＡロジテム株式会社　本社営業所 愛知県あま市新居屋又屋敷２番地、３番地 052-441-1511

あま市 株式会社堀文　本社営業所 愛知県あま市栄東郷内４２番地 052-442-6828

あま市 濱嶋運輸有限会社　本社営業所 愛知県あま市石作阿弥陀寺７５番地１ 052-444-0220

みよし市 株式会社カネヨシ　本社営業所 愛知県みよし市打越町新池浦１１２－６ 0565-41-5166

みよし市 ビューテック運輸株式会社　三好営業所 愛知県みよし市福田町井ヶ谷境１－１ 0561-33-2391

みよし市 泉海商運株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市三好町蝉田４ 0561-76-6720

みよし市 丹羽商株式会社　みよし南営業所 愛知県みよし市福田町井ヶ谷境２４番５ 0561-41-8628

みよし市 大興運輸株式会社　明知物流センター 愛知県みよし市明知町平成１８４ 0561-33-1570

みよし市 株式会社河村産業　本社営業所 愛知県みよし市打越町新池浦２６３番地 0561-34-0030

みよし市 有限会社四ツ葉トラネット　本社営業所 愛知県みよし市明知町立山３０番地１ 0561-34-2033

みよし市 丸久運輸株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市根浦町６丁目２番地１８ 0561-36-8351

みよし市 ＴＧロジスティクス株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市根浦町６丁目２番地１８ 0561-35-5601

みよし市 名東急送株式会社　本社営業所 三好根浦特定土地区画整理８街区１１番 0561-56-5656

愛西市 株式会社オール・ウェイズ　本社営業所 愛知県愛西市東條町西田面４４－３ 0567-33-1311

愛西市 ヤマト運輸株式会社　佐屋営業所 愛知県愛西市佐屋町亥新田３８ 080-5045-2851

安城市 株式会社Ｔ＆Ｋテクノ　安城営業所 愛知県安城市井杭山町高見５番地１４ 0566-77-5959

安城市 有限会社都築産業　本社営業所 愛知県安城市箕輪町半夏５番地３ 0566-74-1966

安城市 流星ライン株式会社　本社営業所 愛知県安城市明治本町１１番５号 0566-93-3002

安城市 大友ロジスティクスサービス株式会社　安城営業所 愛知県安城市石井町徳原６０－６ 0566-73-8117

安城市 ダイセーエブリー二十四株式会社　安城センター 愛知県安城市井杭山町高見８－１０ 0566-74-4654

安城市 トールエクスプレスジャパン株式会社　安城支店 愛知県安城市北山崎町築地２５－１ 0566-77-5001

安城市 ジェイエイ・トービス株式会社　本社営業所 愛知県安城市今本町西向山２８番地 0566-98-2558

安城市 株式会社チャーターズカンパニー　本社営業所 愛知県安城市高棚町芦池１２１番地 0566-76-5124

安城市 東海ローディング株式会社　本社営業所 愛知県安城市福釜町下山２３ 0566-92-5581

安城市 有限会社エヌサービス　本社営業所 愛知県安城市福釜町中根８４－１ 0566-74-8006

安城市 有限会社ワンプラスワン　本社 愛知県安城市東栄町５丁目２５番地３ 0565-51-1722

安城市 碧海急送株式会社　本社営業所 愛知県安城市根崎町西新切５０ 0566-92-4077

安城市 柴田運送株式会社　本店営業所 愛知県安城市東栄町６丁目７番地１７ 0566-97-8085

安城市 磯部運輸倉庫株式会社　安城営業所 愛知県安城市東栄町７丁目３－３ 0566-98-4361

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（愛知県）
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安城市 カリツー株式会社　東刈谷営業所 愛知県安城市二本木新町１－７－２３ 0566-75-6111

安城市 新潟運輸株式会社　安城支店 愛知県安城市北山崎町築地１４８、１４９－１ 0566-77-6872

安城市 日本通運株式会社　岡崎警送事業所 愛知県安城市東栄町六丁目１番２号 0566-98-6166

安城市 日豊高速運輸株式会社　安城営業所 愛知県安城市井杭山町一本木５番地１０　碧海ビルＢー１ 0566-74-1161

一宮市 株式会社ＴＯＩＬ　浅野営業所
愛知県一宮市浅野字大島１８番地１　レジデンス恒和３０

２
090-5100-3857

一宮市 コフジ物流株式会社　名古屋支店 愛知県一宮市萩原町西御堂字南江西９ 0586-22-9000

一宮市 ダイシン物流株式会社　ダイシン物流（株）一宮営業所 愛知県一宮市篭屋１丁目１番８ 0586-44-3790

一宮市 株式会社サンホーク　本社営業所 愛知県一宮市浅野字大島１２番地 0586-55-1929

一宮市 神奈川運送株式会社　中部支店営業所 愛知県一宮市大和町妙興寺伊勢田２４－１ 0586-82-0171

一宮市 アキタ株式会社　萩原営業所 愛知県一宮市萩原町高木字佐名坪４９番地 0586-67-1783

一宮市 株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ　名古屋営業所 愛知県一宮市伝法寺２丁目４番地５ 0586-76-2854

一宮市 若松梱包運輸倉庫株式会社　一宮木曽川物流倉庫 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り２０７－１ 0586-52-5720

一宮市 西濃運輸株式会社　一宮支店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字鯲池１－３ 052-678-4315

一宮市 平野物流株式会社　本社営業所 愛知県一宮市明地字東切３０－１ 0586-68-5830

一宮市 株式会社ロードカンパニー　一宮営業所 愛知県一宮市東五城字出先３１番６ 0586-52-6650

一宮市 株式会社中部サービス　本社営業所 愛知県一宮市伝法寺２丁目２０ー２ 0586-82-5561

一宮市 名豊興運株式会社　一宮営業所 愛知県一宮市開明字愛宕北１－２　興和冷蔵（株）内 0586-47-6650

一宮市 株式会社メイギライン　木曽川 愛知県一宮市大字大毛字流４番１ 0586-51-9234

一宮市 株式会社ラックサービス　本社 愛知県一宮市丹陽町五日市場字天上１０９番地 0586-77-8600

一宮市 森吉通運株式会社　本社営業所 愛知県一宮市大和町馬引字西出３６－１，３７－１ 0586-45-3131

一宮市 株式会社シード　中部事業所
愛知県一宮市若竹１丁目４番１号　パークオフィス若竹２

Ｆ
0586-81-1215

一宮市 ヤマト運輸株式会社　一宮三ツ井営業所 愛知県一宮市三ツ井７丁目４番５ 080-6604-5413

一宮市 株式会社トクタク　本社営業所 愛知県一宮市萩原町滝字薬師６ 0586-69-4155

一宮市 ヤマト運輸株式会社　一宮森本営業所 愛知県一宮市森本５－２１－１ 080-6604-5412

一宮市 ヤマト運輸株式会社　尾西営業所 愛知県一宮市開明字馬保里８，９－１ 080-6604-5415

一宮市 櫻物流センター株式会社　本社営業所 愛知県一宮市三ツ井５丁目１８番１７号 0586-77-9911

稲沢市 日本ルートサービス株式会社　中京事業所 愛知県稲沢市平和町下起東１１１ 0567-58-2150

稲沢市 昭和冷蔵株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市福島町中之町６４番３ 0578-34-4000

稲沢市 アキタ株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市清水西川原町１６番 0586-67-5202

稲沢市 株式会社ホームエネルギー東海　稲沢センター 愛知県稲沢市下津森町１－１ 0587-32-6215

稲沢市 飛騨運輸株式会社　稲沢支店 愛知県稲沢市中之庄町丸田３ 0587-33-4833
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稲沢市 名古屋特殊自動車株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市増田東町１８５ 0587-22-3231

稲沢市 青葉運輸株式会社　本社営業所 愛知県稲沢市大矢町寺脇４２番地４ 0587-34-3555

稲沢市 大阪北陸急配株式会社　名古屋営業所 愛知県稲沢市赤池山中町７７、７８、７９－１、８０－１ 0587-22-5734

稲沢市 丸徳輸送株式会社　本社営業所 愛知県稲沢市正明寺２－２７－２２ 0587-23-3311

稲沢市 ヤマト運輸株式会社　稲沢福島営業所 愛知県稲沢市福島町中浦５４番地 080-6604-9964

稲沢市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　祖父江営業所 愛知県稲沢市祖父江町大字山崎字土井平４７－６ 0587-97-8547

稲沢市 アクロストランスポート株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市下津牛洗町７９－３ 0587-23-6246

稲沢市 株式会社彦根紙運輸　本社営業所 愛知県稲沢市祖父江町四貫北道野８３６－１ 0587-97-0664

稲沢市 王子陸運株式会社　祖父江営業所 愛知県稲沢市祖父江町大字祖父江字外平１５０－３ 0587-97-2116

岡崎市 ヤマト運輸株式会社　岡崎土井営業所 愛知県岡崎市土井町字地堂４１番１ 080-5481-6500

岡崎市 昭和冷蔵株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市西蔵前町字沖２３－１ 0564-66-2911

岡崎市 大徳運輸株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市生平町保毛２２番地１ 0564-27-6111

岡崎市 株式会社鈴与カーゴネット名古屋　岡崎営業所 愛知県岡崎市柱町東荒子３０番地１２１ 0564-72-0385

岡崎市 カリツー株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市下青野町字宝田５０番地１ 0564-43-5885

岡崎市 株式会社高木運輸　岡崎営業所 愛知県岡崎市牧平町字岩田３－４１ 0564-82-2129

岡崎市 株式会社アトラス陸運　本社営業所 愛知県岡崎市明大寺町字出口５６番地 0564-73-0333

岡崎市 酸和運送株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市下和田町字尾之越１２ 0564-31-0876

岡崎市 岡崎通運株式会社　矢作主管営業所 愛知県岡崎市東大友町字土下３５，３６ 0564-31-9131

岡崎市 株式会社ホームエネルギー東海　岡崎センター 愛知県岡崎市岡町字棚田１８ 0564-51-1981

岡崎市 大宝運輸株式会社　岡崎支店 愛知県岡崎市宇頭町字南家下１－５　２ 0564-32-2051

岡崎市 ワーレックス株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市牧平町字岩田３番地２８ 0564-82-2233

岡崎市 トランコムＤＳ株式会社　岡崎センター 愛知県岡崎市岡町字方便１－１ 090-3894-7437

岡崎市 ヤマト運輸株式会社　額田営業所 愛知県岡崎市上衣文町字宝辺野７－１、宝辺野９ 080-5098-1243

岡崎市 ヤマト運輸株式会社　岡崎光ヶ丘営業所 愛知県岡崎市大西町字南ヶ原１２－７１ 080-5451-3804

岡崎市 ヤマト運輸株式会社　岡崎大樹寺営業所 愛知県岡崎市大樹寺３－１２－６，７ 080-6604-9178

岡崎市 東洋ロジテム株式会社　三河営業所 愛知県岡崎市岡町字下野川２－６ 0564-57-8670

岡崎市 中島急送株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市北野町樫ノ木１９－１ 0564-32-5911

岡崎市 綜合警備保障株式会社　警送愛知支社岡崎警送営業所 愛知県岡崎市宮地町字郷東２－１ 0564-72-5210

岡崎市 トナミ運輸株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市橋目町字城畑１５－１ 0564-31-4771

岡崎市 岡大物流株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市宇頭町字東山４８番地５ 0564-33-3901

岡崎市 西濃運輸株式会社　岡崎支店 愛知県岡崎市大門１－４－８ 052-678-4308

岡崎市 株式会社カワベ　本社営業所 愛知県岡崎市西本郷町川原田３５－３ 0566-77-9861

蒲郡市 ヤマト運輸株式会社　蒲郡形原営業所 愛知県蒲郡市形原町大坪４１－１ 080-5451-8563
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蒲郡市 上野輸送株式会社　蒲郡 愛知県蒲郡市浜町３２番地の１ 0533-69-2916

蒲郡市 川口工運有限会社　本社営業所 愛知県蒲郡市拾石町五反田１１番地３ 0533-69-9736

蒲郡市 ヤマト運輸株式会社　蒲郡海陽営業所
愛知県蒲郡市平田町下五反田４１－１，４２－１，４３－

１
080-5043-3119

刈谷市 株式会社ハクトランス　本社営業所 愛知県刈谷市稲場町６丁目４１４番地２ 0566-91-5787

刈谷市 山崎商事運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県刈谷市一里山町上流１２－１ 0566-36-7004

刈谷市 ヤマト運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県刈谷市築地町２丁目８－４，１３ 080-5481-5642

刈谷市 ヤマト運輸株式会社　刈谷野田営業所 愛知県刈谷市半城土西町３丁目４番地７ 080-6604-6905

刈谷市 有限会社アクティブラン　本社営業所 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３１番地５ 0566-24-7788

刈谷市 亀城運輸株式会社　本社営業所 愛知県刈谷市東境町飯島２２番１ 0566-91-7771

刈谷市 カリツー株式会社　刈谷北営業所
愛知県刈谷市一里山町柳原４８－１、特積：一里山町新屋

敷７０－２
0566-36-1215

刈谷市 フジイチ輸送有限会社　本社営業所 愛知県刈谷市一ツ木町７丁目７番地７ 0566-27-9900

岩倉市 株式会社鬼怒川運輸　愛知営業所 愛知県岩倉市東町藤塚９８番地 0587-81-9822

岩倉市 株式会社カネコ運輸　岩倉営業所 愛知県岩倉市旭町２丁目４番地 0587-66-5400

岩倉市 濃飛倉庫運輸株式会社　小牧輸送センター営業所 愛知県岩倉市八剱町野畑２８ 0587-38-3221

犬山市 株式会社久津運送店　犬山営業所 愛知県犬山市中道３６番地７ 0565-69-5355

犬山市 三新運輸株式会社　犬山営業所 愛知県犬山市字的場１番地３ 0568-67-0409

犬山市 南星キャリックス株式会社　犬山営業所 愛知県犬山市大字羽黒字桜海道９－７ 0568-69-1221

犬山市 ＮＸトランスポート株式会社　犬山支店 愛知県犬山市大字羽黒新田字中平塚１－９ 0568-69-2681

犬山市 名鉄急配株式会社　犬山流通倉庫営業所 愛知県犬山市字地蔵池西４３番地 0568-68-1400

犬山市 ヤマト運輸株式会社　犬山楽田営業所 愛知県犬山市字鳥屋越４８番地１ 080-6604-5418

犬山市 株式会社陽光　犬山物流センター 愛知県犬山市羽黒新田字米野東３番４ 0568-67-9051

江南市 ヤマト運輸株式会社　江南営業所 愛知県江南市高屋町旭２３ 080-6604-5416

江南市 トランコムＥＸ中日本株式会社　江南事業所 愛知県江南市和田町旭２５－１ 0587-53-6655

高浜市 株式会社ラミックス　三河高浜営業所 愛知県高浜市小池町２－８－８ 0566-91-7311

高浜市 有限会社スズタニ運送　本社営業所 愛知県高浜市論地町５丁目６番地９８ 0566-91-5063

高浜市 株式会社Ａ．モンライン　本社営業所 愛知県高浜市向山町一丁目５番地９ 0566-53-2114

春日井市 アーク引越センター株式会社　本社営業所 愛知県春日井市小野町２－１８－１ 0568-31-5959

春日井市 シグマロジスティクス株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市出川町３丁目７番地５ 080-9024-9558

春日井市 有限会社泉陽　本社営業所 愛知県春日井市西本町１丁目９－２ 0568-33-5152

春日井市 福山通運株式会社　春日井支店 愛知県春日井市上田楽町字五反田１１１他６筆 0568-33-8899

春日井市 坂部名古屋有限会社　本社 愛知県春日井市田楽町１７６５番地の６ 0586-75-4300
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春日井市 株式会社日立物流中部　中京輸送営業所 愛知県春日井市上田楽町字野元２２１１ 0568-86-3830

春日井市 中部ロジ株式会社　東海営業所 愛知県春日井市長塚町１丁目８１ 0568-33-1213

春日井市 株式会社オリエント・サービス　本社営業所 愛知県春日井市下条町１２１２番地１ 0568-85-2525

春日井市 ＳＢＳフレックネット株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市明知町字頓明１４２３－５０ 0568-93-0222

春日井市 ヤマト運輸株式会社　春日井神屋営業所 愛知県春日井市神屋町字宮前９９５番１ 080-5044-5482

春日井市 ヤマト運輸株式会社　春日井柏原営業所 愛知県春日井市柏原町５丁目７２番 080-5451-7282

春日井市 亀甲通運株式会社　本社営業所 愛知県春日井市下条町１００５ 0568-81-3326

春日井市 王子陸運株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市下条町６６７ 0568-81-7837

春日井市 ヤマト運輸株式会社　春日井高蔵寺営業所 愛知県春日井市気噴町２丁目１２番１ 080-5044-5482

小牧市 司東海株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字入鹿出新田６１６番地１ 0568-71-3366

小牧市 有限会社セントラルカーゴ　本社営業所 愛知県小牧市多気北町１９３番地 0568-48-5557

小牧市 小牧物流株式会社　本社営業所 愛知県小牧市川西２丁目８０番 0568-73-7030

小牧市 トーエイ物流株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市大字上末字雁戸島１８１６番地５ 0568-75-7501

小牧市 株式会社大東ロジスティクス　本社営業所

愛知県小牧市多気南町２９４番１、２９５番１、２９６番

１、２９７番１、２９８番１、２９９番１、３００番１、

愛知県北名古屋市六ッ師大島１６５番１

0568-72-2318

小牧市 株式会社Ｋ’ｓ物流　本社営業所
愛知県小牧市西之島字高拍子１８１８番５　ＧＬＰ小牧Ⅱ

４Ｆ
0587-81-7331

小牧市 株式会社ロジネットジャパン西日本　　名古屋支店 愛知県小牧市村中字池田１０８０－１ 0568-42-0291

小牧市 東洋社物流株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市間々原新田上芳池１８５番地１ 0568-44-1251

小牧市 有限会社春日井物流サービス　本社営業所 愛知県小牧市大草字清水洞２２８３－１０ 0568-78-8666

小牧市 株式会社セイリョウライン　小牧営業所 愛知県小牧市小木東１丁目１２３、１２４ 0568-43-3305

小牧市 有限会社山忠運輸　本社営業所 愛知県小牧市小木５丁目３７１番地の２ 0568-75-8010

小牧市 大友ロジスティクスサービス株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市池之内妙堂３３００－１ 0568-79-3020

小牧市 株式会社太陽流通サービス　中京営業所 愛知県小牧市大字舟津字上針田１２８１番地３ 0568-74-6088

小牧市 飛騨運輸株式会社　小牧支店 愛知県小牧市新小木１－３８ 0568-75-3221

小牧市 名阪急配株式会社　小牧冷凍センター 愛知県小牧市入鹿出新田新道８６５ 0568-74-5200

小牧市 株式会社鈴与カーゴネット名古屋　小牧営業所 愛知県小牧市郷西町１７番地 0568-44-1072

小牧市 久保運輸株式会社　小牧物流センター 愛知県小牧市多気南町３４番、３５番 0568-68-8720

小牧市 刈谷高速運輸株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字本庄字白池８３２番地１ 0568-65-8117

小牧市 株式会社樹商事　本社営業所 愛知県小牧市小木東二丁目１１１番地 0568-54-3304

小牧市 株式会社ハートロジスティクス　名古屋営業所 愛知県小牧市郷中２丁目３７番地１ 0568-42-0064

小牧市 有限会社ワンプラスワン　小牧営業所 愛知県小牧市大字入鹿出新田字郷中５４５ 0568-74-5058
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小牧市 第一環境株式会社　本社営業所 愛知県小牧市久保一色南２－１２０，１１９ 0568-72-2300

小牧市 株式会社エヌライン　本社営業所 愛知県小牧市多気西町３２２番地 0568-77-1440

小牧市 株式会社ロイヤルコーポレーション　中部営業所 愛知県小牧市小木東一丁目６８番地 0568-65-8915

小牧市 日通名古屋運輸株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市新小木１丁目３１番地 0568-65-9577

小牧市 加藤梱包運輸株式会社　本社営業所
愛知県小牧市大字大草字清水洞２３０４－１，２３０５－

１
0568-79-2522

小牧市 高山産業運輸株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字上末字山中２７７－１ 0568-78-2050

小牧市 株式会社ヒューテックノオリン　中部支店 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北９０番地１ 0568-44-9616

小牧市 日本通運株式会社　名古屋北支店オペレーションセンター 愛知県小牧市新小木２丁目１番地 0568-44-1144

小牧市 商都通信株式会社　本社営業所 愛知県小牧市多気中町１８３番地 0568-27-8511

小牧市 名阪急配株式会社　小牧食材センター 愛知県小牧市小牧原１丁目４１１ 0568-43-1353

小牧市 名豊興運株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字南外山字道上１２３－１ 0568-72-1613

小牧市 トランコムＥＸ中日本株式会社　小牧第４事業所 愛知県小牧市小針３－５３ 0568-74-4611

小牧市 ホッコウ物流株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市新小木２－１６ 0568-72-8801

小牧市 誠栄産業株式会社　本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１ 0568-72-4558

小牧市 誠栄物流商事株式会社　本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１ 0568-72-4565

小牧市 新潟輸送株式会社　名古屋配送センター 愛知県小牧市大字本庄字下畑７００ 0568-79-1901

小牧市 名古屋低温物流株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市長治町３０番地 0568-41-1222

小牧市 オート運輸倉庫株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字西之島字雉子野１６１４ー１ 0568-73-4281

小牧市 株式会社サムトランスポート　小牧物流センター 愛知県小牧市大字北外山字牛山浦３９０１－１ 0568-74-4302

小牧市 株式会社スマイルライン　名古屋営業所 愛知県小牧市大字本庄字藤ノ木１１０６－１ 0568-78-7431

小牧市 ヤマト運輸株式会社　小牧中央営業所
愛知県小牧市大字小牧原新田字問屋橋８８２－１，８８５

－１
080-5044-5195

小牧市 センコーエーラインアマノ株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小木東２－１２３ 0568-75-1071

小牧市 西濃運輸株式会社　小牧支店 愛知県小牧市新小木１－９２ 052-678-4313

小牧市 フジトランスポート株式会社　名古屋支店 愛知県小牧市下小針中島３－２９６－１ 0568-41-5335

小牧市 アトラスカーゴサービス株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小木東２丁目２２５ 0568-39-6660

小牧市 第一貨物株式会社　小牧支店 愛知県小牧市大字横内６２７－１７ 0568-75-2525

小牧市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　名古屋総合物流グルー 愛知県小牧市下小針中島三丁目１６４ 0568-74-6681

常滑市 株式会社コダマサービス　空港営業所 愛知県常滑市セントレア３丁目１６番５ 0569-38-3277

常滑市 有限会社伊藤運送　本社営業所 愛知県常滑市港町六丁目１２０番地 0569-43-8010

常滑市 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　中部空港営業所 愛知県常滑市セントレア３－１５－２ 0569-38-1334

常滑市 ヤマト運輸株式会社　常滑営業所 愛知県常滑市新開町３－１７，１８ 080-5044-4859
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常滑市 平野カーゴ株式会社　中部空港営業所 愛知県常滑市セントレア３丁目１５番地２ 0569-38-7208

常滑市 常滑運輸株式会社　本社営業所 愛知県常滑市金山字上砂原１２１番地 0569-43-4402

常滑市 フジトランスポート株式会社　セントレア支店 愛知県常滑市セントレア３丁目１４－６ 0569-38-0600

新城市 知多産業運輸株式会社　新城営業所 愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷　１－１１ 0536-27-2377

新城市 アツミニエキ株式会社　本社営業所 愛知県新城市有海字落合１－１２ 0536-25-1155

瀬戸市 株式会社マルニ運輸　２４８事業所 愛知県瀬戸市広之田町９０番 0561-41-0221

瀬戸市 株式会社三栄急送　本社営業所 愛知県瀬戸市城ケ根町４７－１５ 0561-85-1666

瀬戸市 加藤機工株式会社　加藤機工株式会社 愛知県瀬戸市瀬戸口町１７９番地６ 0561-83-3456

瀬戸市 ヤマト運輸株式会社　瀬戸営業所 愛知県瀬戸市福元町２０番地 080-5068-0716

瀬戸市 ヤマト運輸株式会社　瀬戸上松山営業所
愛知県瀬戸市上松山町１丁目４７・５０・５１・５９・６

０
080-5044-5468

清須市 ヤマト運輸株式会社　清須営業所 愛知県清須市西田中長堀１０４番 080-6604-5423

清須市 株式会社ＴＨライン　清須本社 愛知県清須市春日舟付１０１番１ 052-401-0500

清須市 名阪急配株式会社　名古屋センター 愛知県清須市西市場五丁目５－２ 052-408-5411

清須市 中日運送株式会社　本社営業所 愛知県清須市須ケ口１９００番地１ 052-400-5251

清須市 有限会社カンダトラスト　本社営業所 愛知県清須市阿原九丁田１７１ 052-846-6751

清須市 ケーエルサービス西日本株式会社　清須営業所 愛知県清須市寺野池端５１番地 052-908-4711

清須市 トナミ運輸株式会社　名岐支店 愛知県清須市春日立作２３ 052-409-2711

西尾市 株式会社Ｔ＆Ｋテクノ　本社営業所

愛知県西尾市江原町川流１、２、３－１、３－２、４、

６、７、９－１、９－２、１０、１１、１２、１３、１

４、１５、１６、１７、１８、２０－１、２０－２、２

0563-52-1515

西尾市 株式会社丸運ロジスティクス東海　西尾営業所 愛知県西尾市米津町八百目２８－１１ 0563-53-7000

西尾市 三ヶ根運輸有限会社　三ヶ根運輸物流センター 愛知県西尾市西幡豆町黒松８２ 0563-62-5811

西尾市 福山通運株式会社　西尾営業所 愛知県西尾市長縄町七ツ田５３－１ 0563-53-8292

西尾市 ＡＤＷホールディングス株式会社　本社営業所 愛知県西尾市家武町居成山２２番地５ 0563-55-5101

西尾市 株式会社東和ロジスティクス　本社営業所 愛知県西尾市熊味町北十五夜５２－４ 0563-52-2111

大府市 鴻池運輸株式会社　大府配送センター営業所 愛知県大府市北崎町遠山１番地１ 0562-38-6641

大府市 ヤマト運輸株式会社　大府営業所 愛知県大府市大東町３－１３１，１３２ 0562-77-1004

大府市 愛協産業株式会社　本社営業所 愛知県大府市共和町１丁目１番地１ 0562-48-5326

知多市 神港通運株式会社　名古屋営業所 愛知県知多市北浜町１３番５ 0562-85-6517

知多市 株式会社イトー急行　知多営業所 愛知県知多市八幡向長曽１番３、２番１、６番、７番１ 0562-39-3156

知多市 サントリーロジスティクス株式会社　知多事業所 愛知県知多市北浜町１６番２ 0562-33-2301

知多市 ヤマト運輸株式会社　知多営業所 愛知県知多市八幡字岩ノ脇２６－３，２７－７ 080-5045-0073
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知立市 野々山運輸株式会社　本社営業所 愛知県知立市鳥居２丁目１２番地５ 0566-81-0780

知立市 株式会社エクスプレス知立　本社営業所 愛知県知立市新林町平草１－９ 0566-72-0070

知立市 南星キャリックス株式会社　知立営業所 愛知県知立市山屋敷町見社８９－１ 0566-84-5070

長久手市 ヤマトボックスチャーター株式会社　愛知支店 愛知県長久手市岩作琵琶ヶ池２６番１ 0561-61-0300

長久手市 名鉄運輸株式会社　名古屋東支店 愛知県長久手市岩作三ケ峯２－１１００ 0561-61-2411

長久手市 株式会社久津運送店　本社営業所 愛知県長久手市茨ヶ廻間１５３３－６３３ 0561-64-1355

津島市 株式会社丸三運輸　本社営業所 愛知県津島市金柳町字神様田２１２ 0567-95-2270

津島市 アートバンライン株式会社　名古屋西営業所 愛知県津島市百島町三正六歩６０番地 0567-22-2720

津島市 有限会社遠島商事　本社営業所 愛知県津島市百島町字三正六歩８６番３ 0567-58-5819

津島市 ヤマト運輸株式会社　津島営業所 愛知県津島市越津町字梅之木３８ 080-5481-5700

津島市 日本郵便株式会社　津島郵便局 愛知県津島市松原町２５－２ 0567-26-2582

津島市 伊藤運送株式会社　本社営業所 愛知県津島市古川町２丁目９ 0567-26-2844

津島市 有限会社宇佐美共栄社　本社営業所 愛知県津島市埋田町一丁目４９番地 0567-26-4057

津島市 有限会社平山運輸　本社営業所 愛知県津島市神守町字中ノ折１０番地 0567-31-4096

田原市 ヤマト運輸株式会社　田原営業所 愛知県田原市神戸町大坪７－１，８ 080-5481-7241

田原市 大興運輸株式会社　田原支店 愛知県田原市緑が浜二号１番３１ 0531-24-3351

田原市 岡崎通運株式会社　田原営業所 愛知県田原市緑が浜４号１番１１ 0531-24-1511

田原市 東海ローディング株式会社　豊橋営業所 愛知県田原市大久保町七ツ釜１０２－２ 0531-22-2115

田原市 カリツー株式会社　田原物流センター 愛知県田原市緑が浜二号１番地２２ 0531-24-0630

東海市 株式会社二友物流　本社営業所 愛知県東海市荒尾町惣池山２番１ 052-890-3730

東海市 大西運輸株式会社　新宝営業所 愛知県東海市新宝町５０７－４０ 052-689-3835

東海市 司名南株式会社　名南営業所 愛知県東海市南柴田町ヲノ割４５７番２７ 052-604-8877

東海市 サーラ物流株式会社　サーラ物流株式会社　東海営業所 愛知県東海市加木屋町石田１の２ 0562-39-3405

東海市 池畑運送株式会社　名古屋支店 愛知県東海市南柴田町イの割４４－３１ 052-603-1266

東海市 高末株式会社　新宝営業所 愛知県東海市新宝町３０－２ 052-603-2741

東海市 東山物流株式会社　本社営業所 愛知県東海市名和町汐田西１－１ 052-601-2255

東海市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　東海 愛知県東海市南柴田町二の割１７０－９ 080-3728-7105

東海市 米山運送株式会社　名古屋支店 愛知県東海市名和町中埋田２３－５，２３－１０ 052-601-6188

東海市 ヤマト運輸株式会社　尾張横須賀営業所 愛知県東海市養父町八ヶ池４４・４５ 080-6604-8161

東海市 福山エクスプレス株式会社　東海営業所 愛知県東海市浅山一丁目５０番地 052-689-4300

東海市 ＪＦＥ物流中部株式会社　名古屋事業所 愛知県東海市新宝町２９番地 052-604-2021

東海市 伏見運送株式会社　名古屋支店 愛知県東海市荒尾町見晴２５番１ 052-601-5900

東海市 富木島運送株式会社　本社営業所 愛知県東海市富木島町伏見１－７－２０ 052-604-3161
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東海市 岡田運輸株式会社　名古屋支店 愛知県東海市新宝町４ 052-603-1361

東海市 高末株式会社　東海営業所 愛知県東海市横須賀町天宝新田１２７－１ 0562-33-6066

日進市 株式会社ウェルカム・バスケット　名東営業所 愛知県日進市赤池町屋下３４５－１ 052-800-0754

日進市 ヤマト運輸株式会社　竹の山営業所 愛知県日進市竹の山一丁目１０６番 080-6692-2095

日進市 株式会社アルプスウェイ　日進営業所 愛知県日進市藤島町長塚７４－２２ 0561-74-7610

半田市 マーメイド　デリバリー有限会社　本社 愛知県半田市滑楚町１３番地の１ 0569-84-2690

半田市 株式会社杉孝　名古屋営業所 愛知県半田市州の崎町２番４４ 0569-89-9850

半田市 ヤマト運輸株式会社　半田営業所 愛知県半田市山代町一丁目１０６番地の４ 080-5481-5705

半田市 株式会社ＴＫ物流　本社営業所 愛知県半田市鴉根町３丁目７番地１２ 0569-27-8077

半田市 丸共通運株式会社　半田営業所 愛知県半田市１１号地１９番地２ 0569-25-1481

尾張旭市 株式会社第一運輸　名古屋営業所 愛知県尾張旭市東名西町一丁目１８６番地 052-798-3737

尾張旭市 株式会社エスラインギフ　名古屋東営業所 愛知県尾張旭市下井町下井２１６４番地 0561-52-2870

碧南市 三岐通運株式会社　衣浦営業所 愛知県碧南市明石町４－１ 0566-43-3035

碧南市 吉田海運株式会社　愛知営業所 愛知県碧南市六軒町二丁目７０番１ 0566-43-5575

碧南市 ヤマト運輸株式会社　碧南伏見営業所 愛知県碧南市伏見町３丁目１番地，２番地 080-6699-9441

碧南市 上野輸送株式会社　碧南 愛知県碧南市港本町１－２４ 0566-48-2631

碧南市 東海ローディング株式会社　安城営業所 愛知県碧南市明石町７－１３ 0566-42-4941

碧南市 揖斐川工業運輸株式会社　碧南営業所 愛知県碧南市港本町１－２２ 0566-48-6121

豊橋市 株式会社豊橋商運　豊橋営業所 愛知県豊橋市飯村町字西山２５番１６１ 0532-63-2327

豊橋市 株式会社東海ロジテム　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町３３－３７ 0532-39-8888

豊橋市 株式会社クオリティー　本社営業所 愛知県豊橋市下地町字天神１３番地 0532-51-4172

豊橋市 有限会社アルプス運輸　本社営業所 愛知県豊橋市浜道町字桜６０番地の６２ 080-3626-8911

豊橋市 大友ロジスティクスサービス株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市新西浜町２番１２ 0532-30-9020

豊橋市 株式会社アトラス陸運　豊橋営業所 愛知県豊橋市花田町字中郷５１番地４ 0532-87-4345

豊橋市 中協運輸株式会社　豊橋西営業所 愛知県豊橋市石巻本町字杉ノ本１４番１ 0532-87-1288

豊橋市 アツミニエキ株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町２－２８ 0532-25-3706

豊橋市 株式会社ゼロ・プラス中部　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野ふ頭町３－２５ 0532-33-5570

豊橋市 飛騨運輸株式会社　豊橋支店
愛知県豊橋市大村町字花次１１８番１、１１９番１、１２

０番１、１２１番１、１２２番１、１２３番１
0532-21-5151

豊橋市 株式会社三栄建材　本社営業所 愛知県豊橋市住吉町２０２番地の１ 0532-88-2670

豊橋市 東陽物流株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野ふ頭町３－２４ 0532-32-4662

豊橋市 ジェイエイ・トービス株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市西幸町字笠松９２－１ 0532-46-2733

豊橋市 渥美運輸株式会社　柳生橋営業所 愛知県豊橋市柳生町３４番地 0532-45-6105
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豊橋市 有限会社ワンプラスワン　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町５番地の１ 0532-29-6833

豊橋市 柳田運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町２－３９ 0532-25-3213

豊橋市 株式会社アイ・エイチサービス　本社営業所 愛知県豊橋市牟呂市場町２３番地４ 0532-33-3318

豊橋市 サーラ物流株式会社　豊橋港営業所 愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割２０番地の１ 0532-31-6225

豊橋市 トナミ運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市石巻萩平町字長土呂１－３、２－５ 0532-88-1073

豊橋市 金田運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－３０ 0532-25-5031

豊橋市 西濃運輸株式会社　豊橋支店 愛知県豊橋市神野新田町ヌノ割１６－１ 0532-33-1133

豊橋市 株式会社山内運送　本社営業所 愛知県豊橋市大崎町字東山田９５番地 0532-25-5500

豊橋市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市下地町字門４４－１－１ 0532-54-8301

豊橋市 株式会社睦運送　本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－５７ 0532-25-5511

豊橋市 株式会社松下運輸　豊橋営業所 愛知県豊橋市東七根町字一の沢１１１番地 0532-44-5111

豊橋市 株式会社まるかわ運輸　本社営業所 愛知県豊橋市豊清町字籠田５０－３ 0532-41-5611

豊川市 ヤマト運輸株式会社　豊川一宮営業所 愛知県豊川市大橋町三丁目３０番地 080-6609-0397

豊川市 株式会社マイシン　豊川営業所 愛知県豊川市御津町下佐脇仲荒１７，１９－４ 0533-74-7027

豊川市 株式会社小川産業　豊川営業所 愛知県豊川市大崎町下金居場１０７番地 0533-85-0012

豊川市 トールエクスプレスジャパン株式会社　豊橋支店 愛知県豊川市小坂井町八幡田９－２ 0533-72-2300

豊川市 株式会社伊藤運送　本社営業所 愛知県豊川市大木町鑓水３０３－１ 0533-93-1321

豊川市 トヨコンロジスティクス株式会社　豊川営業所 愛知県豊川市大崎町上金居場５３ 0533-86-0804

豊川市 株式会社ツグリク　豊橋営業所 愛知県豊川市伊奈町野川２４－５ 0533-75-6210

豊川市 ヤマト運輸株式会社　御津営業所 愛知県豊川市為当町椎木１６９、１７０、１７１－２ 080-5043-3274

豊川市 宝飯陸運株式会社　本社営業所 愛知県豊川市市田町東中野８９－１ 0533-85-1121

豊川市 西濃運輸株式会社　豊川支店 愛知県豊川市本野ヶ原３－８５ 0533-85-3331

豊川市 東江運輸株式会社　東海営業所 愛知県豊川市穂の原３－３０ 0533-84-3292

豊川市 藤原運送株式会社　本社営業所 愛知県豊川市宿町弥重１４７番地，１４８番地 0533-78-2201

豊田市 株式会社ユーネットランス　堤営業所 愛知県豊田市広田町稲荷山５１－１ 0565-52-5570

豊田市 株式会社ＩＴ物流サービス　本社営業所 愛知県豊田市宮上町７丁目１１番地 0565-36-0068

豊田市 有限会社都築産業　豊田営業所 愛知県豊田市本町石根１３４番地１ 0565-42-8177

豊田市 ビューテック運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊田市梅坪町９－３０－３，３０－４ 0565-32-5430

豊田市 株式会社ハヤカワ運送　本社営業所 愛知県豊田市大畑町大原４５８－１８ 0565-48-2008

豊田市 豊友輸送株式会社　本社営業所 愛知県豊田市前林町音羽５４ 0565-52-0690

豊田市 新英運輸株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市鴻ノ巣町３丁目１８番地 0565-29-1211

豊田市 岡崎通運株式会社　上郷ロジネット・センター 愛知県豊田市畝部西町鳥居１３８ 0565-21-6811

豊田市 ヤマト運輸株式会社　中部ゲートウェイ 愛知県豊田市生駒町切戸２１番１ 0565-77-1020
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豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市生駒町切戸２１－１ 080-5481-6782

豊田市 アキタ株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市鴛鴨町中原３１８ 0565-41-6177

豊田市 株式会社明翔ライン　豊田営業所 愛知県豊田市亀首町町屋洞１０１－３、１００－１３ 0565-47-0510

豊田市 小出運送株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市鴻ノ巣町四丁目４番地６ 080-4830-9658

豊田市 株式会社コトー　豊田営業所 愛知県豊田市西中山町又吉洞８番３０ 0565-76-0924

豊田市 ＴＢロジスティクス株式会社　豊田南営業所 愛知県豊田市生駒町切戸１７番１ 0565-77-1023

豊田市 大石梱包株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市田籾町隠迫間６０５番地７ 0565-48-4227

豊田市 ヤマト運輸株式会社　豊田若園営業所 愛知県豊田市堤町寺池上６３－３ 080-6699-0413

豊田市 有限会社いなべ物流サービス　豊田営業所 愛知県豊田市西田町宮前８ 0565-47-0362

豊田市 愛陸急送株式会社　本社営業所 愛知県豊田市鴛鴨町石川１５６番地 0565-41-5711

豊田市 名古屋東部陸運株式会社　本社営業所 愛知県豊田市西新町７－７７－１ 0565-33-6351

豊田市 株式会社ジェイトップ　豊田配送センター 愛知県豊田市若林東町石根６３番地３ 0565-59-3077

豊田市 株式会社エスワイプロモーション　名古屋営業所 愛知県豊田市朝日町１－２１－２０ 0565-32-7275

豊田市 有限会社八光　本社営業所 愛知県豊田市本町石根３ 0565-53-7008

豊田市 ＴＢロジスティクス株式会社　猿投営業所 愛知県豊田市亀首町金山８８番地 0565-46-9276

豊田市 名古屋東部陸運株式会社　篠原営業所 愛知県豊田市篠原町敷田３７－６ 0565-48-3939

豊田市 株式会社マルノウチ　豊田営業所 愛知県豊田市堤町六本松４－６ 056-552-0221

豊明市 株式会社冨士商事　豊明営業所 愛知県豊明市阿野町違井４０ 0562-92-3244

豊明市 ヤマト運輸株式会社　豊明営業所 愛知県豊明市新田町吉池１４－１０ 080-5098-1109

豊明市 清興運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県豊明市阿野町稲葉７４－１１ 0562-92-3980

北名古屋市 株式会社足竜　本社営業所 愛知県北名古屋市沖村六反１７５番地 0568-22-3334

北名古屋市 ダイセーエブリー二十四株式会社　北名古屋センター 愛知県北名古屋市鍜治ヶ一色東２丁目２、３番地 0568-58-3803

北名古屋市 株式会社冨士商事　西春営業所 愛知県北名古屋市法成寺字戌亥出６３ 0568-25-6168

北名古屋市 株式会社アテックライン　北名古屋営業所 愛知県北名古屋市宇福寺中杁２１番地 0568-24-5481

北名古屋市 ジェイエイ・トービス株式会社　名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀２２－１ 0568-23-7732

北名古屋市 株式会社ジェイトップ　名北配送センター 愛知県北名古屋市九之坪鴨田４８番地 0568-27-2325

北名古屋市 有限会社幸栄流通サービス　本社営業所
北名古屋沖村西部土地区画整理事業２４街区１０、１１、

１２の一部、２０、２５、３１
0568-23-3004

北名古屋市 株式会社大杉運輸　本社営業所 愛知県北名古屋市久地野牧野２８－２ 0568-23-7328

北名古屋市 東海ローディング株式会社　名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７２ 0568-22-0620

名古屋市 株式会社ＦＡＲ　ＷＥＳＴ　名古屋東営業所 愛知県名古屋市天白区梅ヶ丘１丁目５０２ 052-629-1873

名古屋市 丸一運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５ 052-653-9315

名古屋市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　名古屋営 愛知県名古屋市港区空見町３－２ 052-304-9300
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名古屋市 大徳運輸株式会社　名古屋営業所
愛知県名古屋市港区名港１丁目２０番１１号　宝来ビル４

階
052-387-5070

名古屋市 株式会社プレミアアシスト　名古屋サービスセンター 愛知県名古屋市西区比良２－１１８ 052-325-5481

名古屋市 三弘運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区上小田井２丁目３５４番地 052-501-3422

名古屋市 株式会社日東フルライン　瑞穂営業所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町２－１０７ 06-6539-0211

名古屋市 株式会社ライフサポート　本社営業所 愛知県名古屋市西区宝地町３１７番地 052-325-2648

名古屋市 株式会社エステイケー　本社営業所 愛知県名古屋市港区錦町２４－１７ 052-855-0202

名古屋市 エービーカーゴ西日本株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区西川原町３１８番地 052-793-6640

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　港藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前五丁目６０３番地 080-6692-1988

名古屋市 株式会社丸高運輸　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区千鳥１－４－１５ 052-651-9245

名古屋市 久木野運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区東茶屋１丁目６８４番地 0567-55-7251

名古屋市 株式会社安達運輸　本社営業所 愛知県名古屋市港区中之島通２－１０ 052-364-6777

名古屋市 株式会社ロジパルエクスプレス　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－４ 052-303-6605

名古屋市 株式会社名菱運輸　本社営業所 愛知県名古屋市東区大幸４－１９０５ 052-711-0231

名古屋市 東光運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区船見町１－４２ 052-611-1588

名古屋市 ＴＳネットワーク株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区矢田南４－１－１３ 052-721-5714

名古屋市 中京物流株式会社　本社 愛知県名古屋市熱田区六野２丁目１番３号 052-871-5216

名古屋市 中日興業株式会社　中京倉庫配送センター営業所 愛知県名古屋市熱田区六野２丁目１番３号 052-883-1094

名古屋市 有限会社愛希　本社営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字中川３８ 052-623-9005

名古屋市 井住運送株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区東起町２－４５ 052-381-9811

名古屋市 エフエスロジスティックス株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区東かの里町７０８番地 052-304-4401

名古屋市 呉産業有限会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区東茶屋４－１３７－１ 052-304-2853

名古屋市 日東運輸倉庫株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区いろは町１－１－１ 052-651-0733

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋菊井営業所 愛知県名古屋市西区菊井１－２２０２番地 080-6604-5494

名古屋市 有限会社比良北運輸　本社営業所 愛知県名古屋市西区比良４丁目３９４ 052-502-0959

名古屋市 株式会社丸総　　中京営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田１０３－１ 052-746-6660

名古屋市 飛騨運輸株式会社　名古屋西支店 愛知県名古屋市西区笠取町４－５０ 052-531-9391

名古屋市 飛騨運輸株式会社　名古屋南支店 愛知県名古屋市港区川間町２－１７ 052-651-5306

名古屋市 株式会社ゼロ・プラス中部　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２ 052-612-8964

名古屋市 センコー株式会社　中部住宅物流センター 愛知県名古屋市中川区長須賀１丁目２１２番地 052-439-1050

名古屋市 株式会社ＡＳエキスパート　本社営業所 愛知県名古屋市港区小碓４丁目１６８番地 052-655-4577

名古屋市 ＡＺロジ株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市北区楠１丁目１００５番地 052-909-5755

名古屋市 石井運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区川間町２－２４６ 052-661-6000
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名古屋市 株式会社トーマ東海　本社営業所 愛知県名古屋市南区鳴浜町２丁目４番１号 052-627-2993

名古屋市 名古屋日梱株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区元塩町６丁目１８番地１ 052-612-3326

名古屋市 有限会社松洋　本社営業所 愛知県名古屋市港区空見町１－３ 052-398-2651

名古屋市 株式会社ＦＡＲＷＥＳＴ　本社営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地４番地の１ 052-629-2338

名古屋市 名古屋ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前２－２０５－１ 052-303-2011

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　天白野並営業所 愛知県名古屋市天白区菅田１－１６０１ 090-6172-0584

名古屋市 大竹運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市瑞穂区明前町７０４－２ 052-823-8235

名古屋市 株式会社ＫＯＷＡＬＩＮＥ　本社営業所 愛知県名古屋市中川区畑田町３丁目１ 052-381-7177

名古屋市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　名古屋共配センター 愛知県名古屋市港区空見町１－６ 052-398-6970

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　天白平針営業所 愛知県名古屋市天白区中平４丁目１０６、１１３番地 090-6172-0569

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　天白植田営業所 愛知県名古屋市天白区植田３－５０８ 090-6172-0554

名古屋市 株式会社ディ・エス物流　名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区千代田町１１番２４ 052-678-0281

名古屋市 シグマロジスティクス株式会社　名古屋東営業所 愛知県名古屋市千種区千代田橋１丁目１番６号 070-3623-8462

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　くすのき如意営業所 愛知県名古屋市北区新沼町７５番地 080-6604-5476

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　昭和白金営業所 愛知県名古屋市昭和区白金３丁目１３番３号 080-6698-6106

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋名駅営業所 愛知県名古屋市中村区亀島２－３１１０－２ 052-451-2545

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　瑞穂汐路営業所 愛知県名古屋市南区明円町３６７ 080-5451-8743

名古屋市 株式会社奥村運送店　本社営業所 愛知県名古屋市中川区広川町３－１ 052-361-3491

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　瑞穂明前営業所 愛知県名古屋市瑞穂区明前町１０番３９号 090-6172-0619

名古屋市 株式会社ウェルカム・バスケット　名西営業所 愛知県名古屋市中川区新家２丁目１０４ 052-439-0754

名古屋市 株式会社メーワ　本社営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１１４ 052-398-0254

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　昭和宮東営業所 愛知県名古屋市昭和区宮東町３２８ 090-6172-0277

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　昭和広路営業所 愛知県名古屋市昭和区広路通８丁目１８番１号、２号 080-5045-2400

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名港営業所 愛知県名古屋市港区神宮寺１丁目５０９番 080-5018-0407

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋港営業所 愛知県名古屋市港区高木町２－１９ 090-6172-0268

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　湾岸埠頭営業所 愛知県名古屋市港区藤前１ー１１１１、１１１２番地 080-5416-3816

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋緑大高営業所
愛知県名古屋市緑区大高町丸の内１１－１，１２，１３－

１，１３－２
090-6172-0637

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋中川営業所 愛知県名古屋市中川区二女子町２丁目３０ 090-6172-0217

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋道徳営業所
愛知県名古屋市南区忠次１－２０１、２０２、２２８、２

２９
090-6172-0651

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋主管支店 愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－１ 052-303-6140

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋緑大清水営業所 愛知県名古屋市緑区大清水一丁目１１０６ 090-6172-1140
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名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋中村営業所 愛知県名古屋市中村区草薙町１－８０、９６ 090-6172-0294

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　中川松葉営業所 愛知県名古屋市中村区牛田通４丁目４ 080-5098-1978

名古屋市 新東海株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区いろは町３丁目３番１ 052-659-1370

名古屋市 橋元工業株式会社　大江営業所 愛知県名古屋市港区大江町１３－１１ 052-612-2544

名古屋市 日通名古屋運輸株式会社　コンテナ営業所 愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４ 052-353-2225

名古屋市 牧野運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神５丁目２７０８ 052-382-1865

名古屋市 林運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区宮脇町２－７６ 052-361-0884

名古屋市 株式会社石三　名古屋営業所
愛知県名古屋市中川区戸田３丁目１９１０番地　プレイス

戸田２０５号
052-304-1212

名古屋市 東海ＹＭトランス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区掛入町三丁目４番地３ 052-301-1003

名古屋市 ファーストカーゴ株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前１丁目６２０番地 052-304-9367

名古屋市 吉川運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区上志段味字寺山１２００ 052-778-9755

名古屋市 インターナショナルエクスプレス株式会社　名古屋運輸営 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目９番３号 052-323-5544

名古屋市 ケーラインサービス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区築三町三丁目８番地 052-389-5670

名古屋市 愛陸梱包急配株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町３－１２６ 052-481-7161

名古屋市 有限会社石野商会　本社営業所 愛知県名古屋市中川区辻畑町１番地 052-363-2413

名古屋市 有限会社明成運輸　本社営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－２９４ 052-381-6538

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋西営業所 愛知県名古屋市西区砂原町１５５ 080-6604-5472

名古屋市 大日運輸株式会社　本社 愛知県名古屋市港区入場２－２００２ 052-382-6886

名古屋市 株式会社アイケン　本社第二 愛知県名古屋市南区天白町５丁目１７番の６（１Ｆ） 052-613-0553

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋楠営業所
愛知県名古屋市北区五反田町７１、７２、７３、７４、７

５
080-6699-2303

名古屋市 株式会社六洋社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２ 052-612-0337

名古屋市 中京通運株式会社　名古屋貨物ターミナル 愛知県名古屋市中川区掛入町３－４－２ 052-353-3131

名古屋市 名阪急配株式会社　名港冷凍センター 愛知県名古屋市港区築地町８番地 052-655-6602

名古屋市 トランコムＤＳ株式会社　中川センター 愛知県名古屋市中川区野田２丁目４２４ 052-325-3007

名古屋市 株式会社フェイスフリー　本社営業所
愛知県名古屋市港区藤前４丁目９０６番地、９０７番地、

９０８番地
052-302-3922

名古屋市 戸谷運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市瑞穂区新開町１６－１０ 052-882-3381

名古屋市 興濃運輸有限会社　本社営業所 愛知県名古屋市守山区幸心三丁目１３１２番地 052-793-3267

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋千代田営業所 愛知県名古屋市中区千代田三丁目４０４番地 080-6604-5435

名古屋市 知多産業運輸株式会社　中部営業所 愛知県名古屋市中川区明徳町４－１ 052-652-2421

名古屋市 日急株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８ 052-991-3192
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名古屋市 有限会社クリヤー梱包　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神４丁目９０５番地 052-304-8955

名古屋市 森川運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区忠次１－３－２０ 052-691-3321

名古屋市 協友運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区大野木４丁目６７番地 052-502-2330

名古屋市 北川運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区明治１丁目２２－２２ 052-691-6368

名古屋市 株式会社ＯＴＳＵＫＡ　本社営業所 愛知県名古屋市西区見寄町９６ 052-501-1101

名古屋市 有限会社タック　港営業所 愛知県名古屋市港区小碓１丁目４２９ 052-821-2147

名古屋市 日比野運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区丸池町２－２３ 052-652-6531

名古屋市 ヤマリク株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区稲永二丁目９０１番地 052-384-7313

名古屋市 興和運輸株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区藤前３－６０８ 052-303-0555

名古屋市 興和運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市天白区井の森町２６ 052-895-1530

名古屋市 株式会社ホーメイ　本社営業所 愛知県名古屋市中川区草平町１丁目２番地 052-355-1858

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名東一社営業所 愛知県名古屋市名東区亀の井３－１８１ 080-6604-6330

名古屋市 株式会社名古屋サンギ　名古屋運輸課 愛知県名古屋市港区藤前５－５３０ 052-309-3580

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋北営業所 愛知県名古屋市北区中切町６－１０－１ 080-6604-6268

名古屋市 大和物流株式会社　名港支店 愛知県名古屋市港区潮凪町１－３ 052-389-1211

名古屋市 揖斐川工業運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－３０３－５ 052-381-5171

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋松原営業所 愛知県名古屋市中区松原二丁目１９０１ 080-5044-5484

名古屋市 株式会社プレジャー　本社営業所 愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田１５８番地 052-625-3361

名古屋市 株式会社東液供給センター　名港事業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７－４６ 052-614-3221

名古屋市 ロジテック株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区河口町２０５ 052-654-4975

名古屋市 ＮＲＳ物流株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見町４２番 0567-43-3574

名古屋市 名鉄急配株式会社　名古屋港営業所 愛知県名古屋市港区砂美町１５１番地 052-654-8331

名古屋市 西濃運輸株式会社　笠寺支店 愛知県名古屋市南区南野３－２５７ 052-678-4304

名古屋市 王子陸運株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区築地町１０ 052-659-6616

名古屋市 トナミ運輸株式会社　港支店 愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－９ 052-303-6411

名古屋市 日通名古屋運輸株式会社　守山営業所 愛知県名古屋市守山区新守山２５０２ 052-793-5528

名古屋市 越秀運輸倉庫株式会社　平田営業所 愛知県名古屋市西区新木町９７－５ 052-400-3680

名古屋市 愛生運輸株式会社　緑営業所 愛知県名古屋市緑区野末町１９２９ 052-622-6116

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋守山営業所 愛知県名古屋市守山区幸心２丁目４１４番地 080-6604-5480

名古屋市 第一貨物株式会社　名古屋南営業所 愛知県名古屋市南区石元町二丁目２０番地１ 052-822-7141

名古屋市 近藤運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区菊住２丁目５－１２ 052-821-7341

名古屋市 幸栄運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区荒中町１８５ 052-362-1122

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋名東営業所 愛知県名古屋市名東区極楽４－３０２－１ 080-6604-5477
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名古屋市 西濃運輸株式会社　枇杷島支店 愛知県名古屋市西区こも原町１７５ 052-678-4312

名古屋市 西濃運輸株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区柳川町１４－１５ 052-678-4309

名古屋市 向島運送株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市南区南野１－２０ 052-611-0638

名古屋市 西濃運輸株式会社　大曽根支店 愛知県名古屋市東区砂田橋５－１０－１０ 052-678-4307

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　昭和福江営業所 愛知県名古屋市昭和区福江２丁目１２１６ 080-6699-6187

名古屋市 太西陸運株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区九番町３－２９ 052-652-5188

名古屋市 日本通運株式会社　名古屋貨物センター 愛知県名古屋市中村区名駅南四丁目１－１４ 052-563-2291

名古屋市 株式会社日立物流中部　名古屋営業所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町３－２１ 052-811-6881

名古屋市 株式会社相互運輸　本社営業所 愛知県名古屋市中村区並木２丁目５８ 052-411-3171

名古屋市 宮崎運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区いろは町２－８－２ 052-652-1335

名古屋市 ヤマト運輸株式会社　名古屋中川吉津営業所 愛知県名古屋市中川区吉津４丁目２００１ 090-6172-0248

弥富市 株式会社コクサイ物流　弥富トラックターミナル 愛知県弥富市鍋田町六野６７－１ 0567-66-5931

弥富市 株式会社ＷＯＲＫＳ　西三区営業所 愛知県弥富市楠２丁目７５番２ 0567-69-7100

弥富市 美光商運株式会社　本社営業所 愛知県弥富市東末広９丁目７ 0567-68-3311

弥富市 株式会社丸運ロジスティクス東海　名古屋営業所 愛知県弥富市楠３－７－１ 0567-68-4711

弥富市 桜運輸株式会社　本社営業所 愛知県弥富市東末広９丁目５１ 0567-68-1166

弥富市 ヤマト運輸株式会社　弥富営業所 愛知県弥富市森津１１丁目２３９－２ 080-6698-9169

弥富市 株式会社内山　名古屋営業所 愛知県弥富市三稲２丁目１３、１４－１ 0567-68-6400

弥富市 マストアークス株式会社　本社営業所 愛知県弥富市三稲一丁目５０番１ 0567-68-5477

弥富市 ミナト流通サービス株式会社　弥富営業所 愛知県弥富市西中地町五右１９５―１ 0567-65-7531

弥富市 日南輸送株式会社　本社営業所 愛知県弥富市操出６－２５ 0567-68-5800

海部郡 有限会社コトブキ運輸　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅５９番地の４７ 0567-55-3460

海部郡 丸新運輸倉庫株式会社　西部営業所 愛知県海部郡飛島村木場２－１００ 0567-68-2207

海部郡 和興運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字東梅４－３ 0567-55-2568

海部郡 津田運送株式会社　本社 愛知県海部郡蟹江町旭２－２３（アークティ旭２Ｃ） 0567-52-4400

海部郡 大新運輸有限会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大宝６丁目６６－１ 0567-52-3602

海部郡 ＬｉｆｅＢａｎｋ株式会社　事業本部 愛知県海部郡大治町花常郷浦６１番地１ 052-414-6535

海部郡 株式会社東海流通サービス　蟹江営業所 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字長割１４９－５－２ 0567-96-4100

海部郡 中央陸運株式会社　愛知営業所 愛知県海部郡蟹江町須成西５丁目６１ 0567-96-6063

海部郡 栄幸運送株式会社　本社営業所 愛知県海部郡蟹江町西之森３丁目１６ 0567-97-0777

海部郡 大洋陸運株式会社　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村西浜９番地 052-651-5521

海部郡 浜名梱包輸送株式会社　名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場２丁目１２５番２ 0567-57-0708

海部郡 港友運輸株式会社　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村木場２丁目１３３－１５ 0567-55-2323
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海部郡 稲沢運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場１－１０－４ 0567-55-1251

海部郡 第一貨物株式会社　名古屋西支店 愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田１２８ 0567-96-1151

海部郡 協和運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切９５４番地２４ 0567-55-2766

海部郡 名正運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大宝７丁目６０番地 0567-57-1550

額田郡 株式会社武知　幸田営業所 愛知県額田郡幸田町大字深溝字明本田５３番地 0564-73-1735

額田郡 夏目運輸株式会社　本社営業所 愛知県額田郡幸田町大字芦谷要善１３ 0564-62-1371

額田郡 ヤマト運輸株式会社　幸田営業所
愛知県額田郡幸田町大字芦谷字鍛冶山３８－１、３８－

２、４０－１
080-5045-7727

西春日井郡 株式会社ＪＡＦメディアワークス　中部営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字金剛８２番地 0568-68-6130

西春日井郡 有限会社ツバサロジスティック　本社営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪１３９番１ 0568-29-2831

西春日井郡 株式会社桂通商　名古屋営業所 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地 052-909-5161

西春日井郡 日本通運株式会社　名古屋物流センター 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水１４５－１ 0568-39-0223

丹羽郡 株式会社ストライヴ・プロモーション　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町御供所２丁目５３番１ 0587-50-8200

丹羽郡 中京運輸株式会社　小牧営業所 愛知県丹羽郡大口町余野６－１０７ 058-750-7377

丹羽郡 株式会社ブルーム　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町外坪１－２８ 0587-94-3201

丹羽郡 トナミ運輸株式会社　小牧支店 愛知県丹羽郡大口町新宮２丁目６１ 0568-95-8551

丹羽郡 アートバンライン株式会社　名古屋営業所 愛知県丹羽郡大口町上小口２丁目１５７－（１～５） 0587-94-2600

丹羽郡 アソートロジテック株式会社　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町外坪５丁目５９番地 0587-22-7651

丹羽郡 理化トランスポート株式会社　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６０ 080-3544-0416

丹羽郡 日本ピープラス物流株式会社　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町伝右二丁目２９１番地１ 0587-95-3855

丹羽郡 株式会社エスライン各務原　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町御供所１－４６６ 0587-94-2626

丹羽郡 株式会社睦運送　小牧 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷９８－２ 0587-32-3030

丹羽郡 株式会社エスラインギフ　小牧営業所 愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目９番 0587-95-7160

丹羽郡 ＴＢロジスティクス株式会社　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町上小口３丁目２０１番地 0587-95-9410

知多郡 山本運送株式会社　本社営業所 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字砂水９１－２ 0569-72-5816

知多郡 株式会社ユートランス　本社営業所 愛知県知多郡武豊町大字東大高字中浜田６３－１ 0569-72-4623

知多郡 竹内運輸株式会社　本社営業所 愛知県知多郡美浜町新浦戸１丁目６－１８ 0569-82-1261

知多郡 飛騨運輸株式会社　知多営業所 愛知県知多郡阿久比町大字板山カチキ５６番地１ 0569-49-0288

知多郡 由良陸運株式会社　衣浦営業所 愛知県知多郡武豊町字下田２９－１ 0569-72-3311

知多郡 ヤマト運輸株式会社　知多美浜営業所 愛知県知多郡美浜町大字古布字屋敷１１６－１ 080-6604-8166

知多郡 株式会社宮田運輸　半田営業所 愛知県知多郡武豊町字石川１０３－１ 0569-73-8644

知多郡 中杉運輸株式会社　本社営業所 愛知県知多郡武豊町エケ屋敷７７－２５ 0569-72-1672
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