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近江八幡市 株式会社吉川運送　滋賀営業所 滋賀県近江八幡市若宮町６８番地の１ 0748-29-3030

近江八幡市 株式会社トーショー　滋賀営業所 滋賀県近江八幡市多賀町３２ 0748-31-3390

近江八幡市 ヤマト運輸株式会社　近江八幡営業所 滋賀県近江八幡市西庄町字大和田２００６－５　他４筆 090-2043-7726

近江八幡市 西濃運輸株式会社　近江営業所 滋賀県近江八幡市安土町石寺２８ 0748-46-5522

栗東市 碓永自動車株式会社　滋賀営業所 滋賀県栗東市東坂４０－１ 077-558-2807

栗東市 株式会社ホープ物流　本社営業所 滋賀県栗東市岡４１２番地 077-596-5615

栗東市 近物レックス株式会社　栗東支店 滋賀県栗東市辻５２９－１ 077-552-0278

栗東市 株式会社前河通商　本社営業所 滋賀県栗東市蜂屋９１１番地１ 077-599-0611

栗東市 中栄運輸株式会社　本社営業所 滋賀県栗東市綣１丁目７－１２ 077-553-1653

栗東市 トヨタ輸送中部株式会社　滋賀事業所 滋賀県栗東市六地蔵松本１１５８ 077-553-1070

栗東市 滋賀協同物流株式会社　栗東営業所 滋賀県栗東市高野２０６－１ 077-552-0338

栗東市 ヤマト運輸株式会社　栗東営業所 滋賀県栗東市高野字岩畑７４８－１．７４９ 077-553-3193

栗東市 ヤマト運輸株式会社　滋賀主管支店 滋賀県栗東市伊勢落字野神７２０ 077-553-3278

栗東市 株式会社ユニバーサルロジ　本社 滋賀県栗東市蜂屋９６１番地１ 077-551-2855

栗東市 株式会社坂口運送　本社営業所 滋賀県栗東市手原８－２－２２ 077-552-4485

栗東市 レンゴーロジスティクス株式会社　栗東営業所 滋賀県栗東市辻５６４－１ 077-552-2343

栗東市 株式会社ランテック　滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎９２３番地の１ 077-551-2630

湖南市 明光運輸株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市柑子袋字河原３７３ 0748-72-8050

湖南市 江洲運輸株式会社　石部営業所
滋賀県湖南市石部北１丁目１０２２－１．１０２３．１０

２１－２．１０２２－２
0748-77-2060

湖南市 細野運送株式会社　関西営業所 滋賀県湖南市石部北１－１７８３ 0748-77-8565

湖南市 センコーエーラインアマノ株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市日枝町１０１番地２０ 0748-75-2301

湖南市 株式会社フレイトライン・ホリウチ　滋賀営業所 滋賀県湖南市日枝町１－１ 0748-75-8669

湖南市 甲西陸運株式会社　本社営業所 滋賀県湖南市柑子袋２７８ 0748-72-1242

湖南市 第一貨物株式会社　滋賀支店 滋賀県湖南市小砂町４－３ 0748-76-3344

甲賀市 コーガ運送有限会社　本社営業所 滋賀県甲賀市水口町下山字市場１０８１ 0748-62-2159

甲賀市 ＭＡＲＵＧＯ株式会社　大野営業所 滋賀県甲賀市土山町市場１０３５－４ 0748-67-0511

甲賀市 株式会社シガ・エージェントシステム　甲賀営業所 滋賀県甲賀市土山町市場１０３５番地４ 0748-67-0511

甲賀市 辻運輸有限会社　本社営業所 滋賀県甲賀市水口町北脇１４６６－１ 0748-62-0836

甲賀市 株式会社フジライン　滋賀支店営業所 滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１ 0748-63-5030

甲賀市 株式会社フジラインエキスプレス　滋賀営業所 滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１ 0748-63-5030

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（滋賀県）

1／4　ページ　



　

R4.12.15

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

甲賀市 株式会社マルキュー物流　本社 滋賀県甲賀市土山町大野２６９２ 0748-67-1191

甲賀市 日本梱包運輸倉庫株式会社　甲賀営業所 滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６－５ 0748-63-7381

甲賀市 ヤマト運輸株式会社　甲賀営業所 滋賀県甲賀市水口町泉字畑ケ田１０１８－１ 0748-62-2723

甲賀市 株式会社滋賀運送甲賀　水口支店 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘８ 0748-63-2555

高島市 ヤマト運輸株式会社　高島営業所 滋賀県高島市安曇川町川島字西町１１２３－１　他２筆 0740-34-1224

高島市 有限会社イリエトレーディング　本社 滋賀県高島市新旭町大字安井川字堂の本１２６０－３ 0740-25-4563

高島市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　高島営業所
滋賀県高島市新旭町安井川字風呂ノ本１２２６，１２２６

－１，３，５，７
0740-25-2553

高島市 滋賀貨物運輸株式会社　湖西支店 滋賀県高島市新旭町太田字若宮２７８０－１ 0740-25-7200

守山市 株式会社日東フルライン　滋賀中央営業所 滋賀県守山市木浜町中島３６００－５６９ 06-6539-0211

守山市 ヤマト運輸株式会社　守山営業所 滋賀県守山市下之郷１丁目字上鎌田６５４番１ 077-598-0313

守山市 株式会社仁礼物流　本社 滋賀県守山市欲賀町７５５番地 077-585-1286

守山市 株式会社中通　湖南営業所 滋賀県守山市水保町字北川１３１１－１ 077-548-8062

守山市 センコー株式会社　京滋車輛センター 滋賀県守山市大門町梅ヶ町３５６－１ 077-514-3260

守山市 株式会社カロカ急配　本社営業所 滋賀県守山市大門町３０８－１ 077-582-7575

守山市 久留米運送株式会社　滋賀店 滋賀県守山市大門町字盆瀬坊３１６－１ 077-583-3221

守山市 ヤマト運輸株式会社　野洲営業所 滋賀県守山市立田町字竹ケ花４１２５ 077-585-6422

草津市 西村梱包倉庫株式会社　滋賀営業所 滋賀県草津市上寺町下ヒノ口１８４ 077-568-2418

草津市 株式会社関西丸和ロジスティクス　草津センター 滋賀県草津市上寺町可揩２８１－１ 080-3519-8753

草津市 株式会社塚腰運送　滋賀営業所 滋賀県草津市上寺町字上柳２００－３ 077-568-3532

草津市 ヤマト運輸株式会社　草津東営業所 滋賀県草津市追分１丁目７番１１号 077-566-8491

草津市 ヤマト運輸株式会社　滋賀草津営業所 滋賀県草津市矢橋町字間田１３２－１ 077-565-7582

草津市 増田運送株式会社　本社営業所 滋賀県草津市南笠東三丁目２２番９８号 077-563-3524

草津市 コトブキ運輸株式会社　本社営業所 滋賀県草津市野路東５丁目２５番２５号 077-562-5511

草津市 株式会社サカイ引越センター　びわこ支社 滋賀県草津市若竹町１０－７ 077-567-1600

大津市 佐川急便株式会社　大津営業所 滋賀県大津市雄琴４丁目字鳴子橋５１４番８ 077-577-3004

大津市 株式会社アスリート　本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町５５番地の１　Ａ棟２０４号室 077-545-6215

大津市 株式会社山大物流　本社営業所 滋賀県大津市神領一丁目４番８号 077-599-0171

大津市 清水運送株式会社　本社 滋賀県大津市皇子が丘１－８－１ 077-524-3805

大津市 ヤマト運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市下阪本町３－１９０４－１，１９０９ 077-579-5062

大津市 ヤマト運輸株式会社　大津東営業所 滋賀県大津市大萱７丁目惣（えり）３２５５番地 077-544-6160

大津市 ヤマト運輸株式会社　大津北営業所
滋賀県大津市本堅田３丁目字余所１４２０－１，１４２１

－１，１４２４－１，１４２５－８
077-572-4188
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大津市 ヤマト運輸株式会社　大津南営業所 滋賀県大津市稲津１丁目字諸濱１８５－６，１８４－７ 077-546-6008

大津市 株式会社中村組　本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１８ 077-544-2160

大津市 株式会社桝安運送店　本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１０ 077-547-3090

大津市 滋賀貨物運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市瀬田大江町３３－３８ 077-544-2151

大津市 菱倉運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市松が丘七丁目１－１ 077-549-8883

長浜市
株式会社Ｏｒｉｅｎｔ　Ｃａｒｇｏ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　滋

賀営業所
滋賀県長浜市加納町１０－１ 0749-68-1271

長浜市 新江州サービス株式会社　本社営業所 滋賀県長浜市祇園町１６０番地 0749-68-1740

長浜市 滋賀ポスタルサポート株式会社　本社営業所 滋賀県長浜市山階町字西横田町９７番１ 0749-62-8281

長浜市 株式会社東洋社　滋賀営業所 滋賀県長浜市加納町１０－１ 0749-68-1271

長浜市 ヤマト運輸株式会社　長浜営業所 滋賀県長浜市八幡中山町字柳町２８７，２８８ 080-5044-7158

長浜市 増田運送株式会社　長浜営業所 滋賀県長浜市醍醐町３７５－５ 0749-57-6015

長浜市 滋賀運輸株式会社　本社営業所 滋賀県長浜市加納町３９１ 0749-63-1866

長浜市 株式会社下司運送　本社営業所 滋賀県長浜市大井町１３３３－３ 0749-73-2148

長浜市 日本通運株式会社　彦根支店日本電気硝子事業所 滋賀県長浜市高月町高月字上町１８１５－１他７筆 0749-85-2260

長浜市 菱化ロジテック株式会社　中部支店　長浜営業所 滋賀県長浜市八幡中山町５４０ 0749-62-1817

東近江市 滋賀近交運輸株式会社　湖東営業所 滋賀県東近江市中岸本町字高塚１８６番地１ 0749-45-8100

東近江市 司関西株式会社　滋賀東近江営業所 滋賀県東近江市大塚町字高岡腰１番１１ 0748-29-3560

東近江市 福栄ロジスティクス株式会社　滋賀営業所 滋賀県東近江市五個荘中町字中島３－１ 0748-48-8003

東近江市 エム・エス・ライン株式会社　本社 滋賀県東近江市蛇溝町２３１ 0748-23-5544

東近江市 木村商事株式会社　本社営業所 滋賀県東近江市勝堂町２－２ 0749-45-5055

東近江市 有限会社木村運輸　本社営業所 滋賀県東近江市勝堂町２－２ 0749-45-5055

東近江市 ヤマト運輸株式会社　能登川営業所
滋賀県東近江市山路町字平井３２４番地１、３２５番地、

３２６番地１、３２６番地３
0748-42-8150

東近江市 湖東物流株式会社　湖東物流センター 滋賀県東近江市五個荘川並町字竜１１００ 0748-48-2935

東近江市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　八日市営業所 滋賀県東近江市中小路町４３０ 0748-36-2555

東近江市 有限会社川商物流運輸　本社営業所 滋賀県東近江市勝堂町３９８ 0749-45-1311

東近江市 滋賀近交運輸倉庫株式会社　湖東営業所 滋賀県東近江市中岸本町字高塚１８６番地１ 0749-45-8100

東近江市 八日市物流倉庫株式会社　五個荘営業所 滋賀県東近江市五個荘小幡町字内林５２４－９ 0748-48-5110

東近江市 増田運送株式会社　能登川営業所 滋賀県東近江市今町１０３９ 0748-42-5373

東近江市 ヤマト運輸株式会社　東近江営業所 滋賀県東近江市札の辻２丁目字札の辻１２２０－１ 0748-23-2822

東近江市 大興運輸サービス株式会社　本社営業所 滋賀県東近江市大清水町４７９－１０ 0749-45-3115

東近江市 センコー株式会社　湖東車輛センター 滋賀県東近江市北花沢町小字百々５３ 0749-45-3178
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彦根市 びわ貨物運送株式会社　河瀬営業所 滋賀県彦根市南川瀬町字夏川６４１－１ 0749-25-1214

彦根市 株式会社滋賀トランポ　滋賀トランポ営業所 滋賀県彦根市鳥居本町字はさ満２３７２番地１ 0749-21-5805

彦根市 ヤマト運輸株式会社　多賀営業所 滋賀県彦根市正法寺町字辻屋敷２６３－１ 0749-26-8181

彦根市 彦根相互トラック株式会社　本社営業所 滋賀県彦根市地蔵町２１０ 0749-26-7596

彦根市 株式会社三幸流通　本社営業所 滋賀県彦根市川瀬馬場町２４９番地１ 0749-28-7788

彦根市 ケーエルサービス西日本株式会社　滋賀営業所 滋賀県彦根市高宮町塚本焼屋１０－５ 0749-47-6990

彦根市 ヤマト運輸株式会社　彦根北営業所
滋賀県彦根市西沼波町字澤１３９－１、１４０－２、１４

１－１
0749-21-3173

彦根市 西濃エキスプレス株式会社　彦根営業所 滋賀県彦根市東沼波町１５７番地 0749-23-3087

彦根市 綜合警備保障株式会社　彦根支店 滋賀県彦根市駅東町１５番１近江鉄道本社ビル１階 0749-23-2444

彦根市 西濃運輸株式会社　彦根支店 滋賀県彦根市東沼波町１５７番地 0749-23-3031

米原市 飛騨運輸株式会社　米原支店 滋賀県米原市梅ヶ原字針ヶ崎２７０－３ 0749-52-8750

米原市 信光陸運株式会社　米原営業所 滋賀県米原市一色字松原１番２２ 0749-53-2381

米原市 一柳運送株式会社　湖北営業所 滋賀県米原市杉沢８４２－１．８４３－１ 0749-55-3962

野洲市 有限会社拾井商事　湖南営業所 滋賀県野洲市三上２１８６－４８ 077-572-7890

野洲市 一柳運送株式会社　本社営業所 滋賀県野洲市大篠原字正法寺１００－２２ 077-518-2570

野洲市 有限会社篠原商事　本社営業所 滋賀県野洲市高木２３０番地の５２ 077-588-3540

野洲市 ＮＸトランスポート株式会社　滋賀支店
滋賀県野洲市上屋１２３番地７　日通大津支店滋賀ロジス

ティクス事業所内
077-518-1330

愛知郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　滋賀営業所 滋賀県愛知郡愛莊町長野字東川原８４０番７ 0749-49-5501

愛知郡 増田運送株式会社　湖東営業所 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外３３５－１ 0749-37-2000

愛知郡 池田興業株式会社　滋賀支店 滋賀県愛知郡愛荘町島川字木ノ前１８２－２ 0749-42-6411

愛知郡 有限会社前川運送　本社営業所 滋賀県愛知郡愛荘町目加田２３６０ 0749-37-2889

愛知郡 ヤマト運輸株式会社　愛知川営業所 滋賀県愛知郡愛荘町市字大久保１６３８ 0749-42-7477

愛知郡 福山通運株式会社　しが八日市支店 滋賀県愛知郡愛荘町島川９９－１、１００－１ 0749-42-7729

蒲生郡 大虎運輸株式会社　竜王営業所 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字廣谷１２９４番１７ 0748-58-8045

蒲生郡 司企業株式会社　滋賀竜王営業所 滋賀県蒲生郡竜王町山之上５２６９番地 0748-36-2999

蒲生郡 飛騨運輸株式会社　竜王営業所 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字広谷１２９７－１ 0748-58-2281

蒲生郡 株式会社伊勢崎運輸　滋賀営業所 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口１１３０－１ 0748-29-3811

蒲生郡 株式会社橋本運輸倉庫　本社営業所 滋賀県蒲生郡日野町松尾３３４番地 0748-53-2022

蒲生郡 株式会社ロジコム・アイ　滋賀営業所 滋賀県蒲生郡竜王町小口１２８４－１３ 0748-58-8610

蒲生郡 新潟運輸株式会社　滋賀支店 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字山林１１６９－３他１筆 0748-58-1175

犬上郡 浜松興運株式会社　彦根営業所 滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字通田４７０－４ 0749-22-7009
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