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綾部市 サカキコーポレーション有限会社　本社営業所 京都府綾部市栗町後田２８ 0773-42-9487

綾部市 サカキコーポレーション有限会社　上杉営業所 京都府綾部市上杉町ヤボセ２番地 0773-48-0678

綾部市 株式会社京綾貨物輸送　本社営業所 京都府綾部市上杉町井ノ迫１０番地 0773-44-0091

綾部市 株式会社カントラロジ　綾部営業所 京都府綾部市井倉新町中畠２３ 0773-43-2629

綾部市 株式会社エスワイプロモーション　京都営業所 京都府綾部市味方町光谷３０－７ 0773-40-2550

宇治市 鴻池運輸株式会社　宇治営業所 京都府宇治市宇治里尻３６－３７ 06-6744-0271

宇治市 株式会社平山商事　本社営業所 京都府宇治市槇島町目川１７３番 075-604-2229

宇治市 株式会社箱伊運輸　本社営業所 京都府宇治市槙島町十一６３－１，６４－１ 0774-21-6020

宮津市 宮津海陸運輸株式会社　本社営業所 京都府宮津市字須津小字九反町４１３ 0772-46-4066

宮津市 河嶋運送株式会社　宮津営業所 京都府宮津市字須津１６１５－１ 0772-46-4101

京丹後市 シグマロジスティクス株式会社　京丹後営業所 京都府京丹後市峰山町新町２０６３－１ 050-3085-3303

京丹後市 関西急送株式会社　峰山営業所 京都府京丹後市峰山町荒山字中川２８８，２８９ 0772-62-0214

京田辺市 ダイシン物流株式会社　京田辺営業所 京都府京田辺市大住池島１番地 0774-63-6916

京田辺市 西商ライン株式会社　京都営業所 京都府京田辺市興戸若宮２番　１１２号 090-5153-4503

京田辺市 株式会社カントラロジ　京都営業所 京都府京田辺市大住濱５５番地 077-462-0690

京田辺市 内藤運輸株式会社　本社営業所 京都府京田辺市宮津佐牙垣内８２ 075-983-1777

京都市 株式会社ハイエスト　本社営業所 京都府京都市伏見区中島北ノ口町１２番地 075-603-8050

京都市 株式会社アシスト　京都西事業所 京都府京都市南区久世上久世町１６１ 075-925-5846

京都市 間口陸運株式会社　京都南営業所 京都府京都市南区上鳥羽北花名町５１番地 075-693-9810

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都南営業所 京都府京都市南区吉祥院稲葉町２４番地 080-5044-7069

京都市 有限会社アールライン　本社営業所 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町１３２８番地４１ 075-333-7747

京都市 株式会社マルカミ物流　京都営業所 京都府京都市伏見区横大路畔ノ内町２３－１ 075-623-4923

京都市 株式会社ライズトラスト　京都営業所 京都府京都市南区壬生通八条上ル八条町５０９番地２ 06-6539-5515

京都市 有限会社ヤマタイ　大宅営業所 京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町９３ユース３２　２－Ｃ 075-573-5556

京都市 株式会社大志商運　伏見営業所 京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１－３ 075-604-6701

京都市 ＴＳネットワーク株式会社　京都流通センター 京都府京都市伏見区淀美豆町４１４－７ 075-632-2100

京都市 天真エンタープライズ有限会社　京都営業所
京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町５５　ル・シオン６０

４号室
075-323-7177

京都市 有限会社エムテック　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路一本木４５－１ 075-604-6363

京都市 山下運送株式会社　本社営業所 京都府京都市右京区嵯峨中又町５番地 075-861-0930

京都市 栄組運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区羽束師古川町３３７ 075-931-2020

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（京都府）
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京都市 株式会社ＫＭＴ　本社 京都府京都市南区上鳥羽西浦町４２８番地 075-605-4919

京都市 飛騨運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区向島上五反田５１ 075-631-5211

京都市 舞鶴運輸株式会社　京都営業所 京都府京都市南区久世殿城町３３３ 075-934-4168

京都市 毘双運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路西海道２番地１ 075-748-7810

京都市 株式会社ケーエスアール　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路千両松町６７番 075-604-5978

京都市 株式会社ユアサロジテック　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽火打形町４－１ 075-693-4155

京都市 株式会社コープネットワークサービス　京都営業所 京都府京都市南区久世築山町２１２番地１ 075-933-0521

京都市 有限会社キッカ　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町２４４番地 075-682-5943

京都市 京都厚礼自動車株式会社　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町２３番地 075-671-0950

京都市 周山運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町２９ 075-391-7447

京都市 三共運輸倉庫株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽馬廻シ１５－１　外２筆 075-661-0950

京都市 名鉄運輸株式会社　京都支店 京都府京都市南区吉祥院長田町２８ 075-681-9391

京都市 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路菅本２番５８番地 075-602-3232

京都市 株式会社引越社　京都東営業所 京都府京都市南区吉祥院石原京道町２２番地 075-693-4977

京都市 株式会社サカイ引越センター　京都南 京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町５７ 075-621-1141

京都市 株式会社ロードカンパニー　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽金仏２９ 075-366-9550

京都市 京都通運株式会社　伏見支店 京都府京都市伏見区横大路橋本３５ 075-623-1221

京都市 石下運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽苗代町７ 075-681-6714

京都市 ユタカ運送株式会社　上鳥羽営業所 京都府京都市南区上鳥羽堀子町９３番地 075-662-0169

京都市 間口バリュートランス株式会社　城南営業所 京都府京都市伏見区久我西出町６－２０ 070-5345-4387

京都市 株式会社山上運輸　本社営業所 京都府京都市伏見区東菱屋町４２４番地 075-972-1188

京都市 株式会社ソーサ　本社営業所 京都府京都市伏見区下鳥羽西柳長町１２７番 075-604-6615

京都市 冨士倉庫運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路柿之本町１３－１ 075-601-7261

京都市 株式会社ウイングエキスプレス　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽町田町８番地 075-662-3455

京都市 株式会社トランスポートマップ　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽西浦町３９４番地 075-661-7512

京都市 株式会社トランスポートラン　本社営業所 京都府京都市右京区西京極郡町１９ 075-881-8739

京都市 株式会社ワールドサービス　本社営業所 京都府京都市伏見区深草西浦町一丁目５２番地 075-643-2190

京都市 有限会社大久運輸　本社営業所 京都府京都市伏見区羽束師菱川町４３９－９９ 075-922-6400

京都市 丸市運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市下京区朱雀分木町２８番地西２５棟 075-312-4762

京都市 美山運輸株式会社　横大路営業所 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町５９ 075-601-5502

京都市 内外運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市右京区西院西溝崎町２６ 075-311-4744

京都市 有限会社チューオー　本社営業所 京都府京都市左京区静市市原町１０８１番地の５５ 075-741-3467

京都市 株式会社カシックス　京都店 京都府京都市伏見区横大路千両松町９７番地 075-622-7117
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京都市 丸工自動車運送株式会社　本社営業所 京都府京都市南区上鳥羽南戒光町１０番地 075-662-0201

京都市 ＳＧムービング株式会社　京都営業所 京都府京都市伏見区横大路千両松町９７ 075-623-1310

京都市 株式会社太陽コーポレーション　本社営業所 京都府京都市南区吉祥院池田町２３番地 075-681-0114

京都市 竹之内運送株式会社　本社営業所 京都府京都市山科区東野下り町１５番地１ 075-592-3900

京都市 日本通運株式会社　京都航空貨物センター 京都府京都市南区上鳥羽城ヶ前町２、３ 075-681-4571

京都市 ヤマト運輸株式会社　西京営業所 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町１３１１ 080-5045-9417

京都市 ヤマト運輸株式会社　京都西院寿町営業所 京都府京都市右京区西院西寿町２０番地４、２０番地３ 080-6604-8233

京都市 公栄運輸株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区横大路芝生３０－１ 075-602-2627

京都市 京都三興物流株式会社　本社営業所 京都府京都市伏見区中島中道町９番地１ 075-603-8091

京都市 河嶋運送株式会社　京都営業所 京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町７２番地 075-672-1547

向日市 株式会社潤生輸送　本社営業所 京都府向日市上植野町菱田４ 075-921-1907

向日市 ケーエルサービス西日本株式会社　向日営業所 京都府向日市鶏冠井町馬司１番地 075-922-1253

城陽市 有限会社井森運送　本社営業所 京都府城陽市寺田塚本２２１番地 0774-56-7177

城陽市 ダイセーエブリー二十四株式会社　京都城陽ハブセンター 京都府城陽市寺田塚本２１６番地 0774-54-6124

長岡京市 株式会社ロンコ・ジャパン　京都 京都府長岡京市神足典薬１－７ 075-954-4833

長岡京市 有限会社クリーンエクスプレス　長岡京営業所 京都府長岡京市神足拾弐１１－１ 075-956-4851

長岡京市 株式会社日東フルライン　京都営業所 京都府長岡京市馬場餅田７番地 06-6539-0211

長岡京市 京都センコー運輸株式会社　京都長岡営業所 京都府長岡京市神足棚次６ 075-959-3118

長岡京市 アプト株式会社　本社営業所 京都府長岡京市馬場餅田７番地 075-951-8808

南丹市 直販配送株式会社 　京都支店 京都府南丹市八木町室橋神参前２番２ 0771-43-2601

南丹市 ヤマト運輸株式会社　南丹営業所 京都府南丹市園部町小山東町川向２２－１１ 090-8376-7139

八幡市 株式会社オークラロジ　京都営業所
京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋２　Ｊ－Ｏｆｆｉｃｅ　Ｅ号

室
0774-54-8088

八幡市 大盛運送株式会社　京都営業所 京都府八幡市上津屋中堤１２７番地 075-983-4725

八幡市 東邦興産株式会社　大阪 京都府八幡市戸津谷ノ口３９－１ 075-925-6889

八幡市 キユーソーアレスト株式会社　京都営業所 京都府八幡市上奈良サグリ前３０番地６ 075-972-0380

八幡市 大友ロジスティクスサービス株式会社　京都営業所 京都府八幡市下奈良下三床３７番 075-320-5970

八幡市 株式会社ロジパルエクスプレス　京都物流センター 京都府八幡市上津屋中堤１０６ 075-754-7723

八幡市 フジトランスポート株式会社　京都支店 京都府八幡市川口北浦１５番地１ 075-754-6680

八幡市 株式会社竹田　本社 京都府八幡市下奈良南頭１番１ 075-972-0880

八幡市 株式会社ブレイヴワン　本社 京都府八幡市下奈良南頭１－１ 075-981-5555

八幡市 アキタ株式会社　京都営業所 京都府八幡市岩田六ノ坪５７番２ 075-982-9630

八幡市 司関西株式会社　京都営業所 京都府八幡市上津屋中堤１４９－１５０－１ 075-971-5122
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八幡市 ユーキン物流株式会社　本社営業所 京都府八幡市内里荒場２８番１号 075-983-5485

八幡市 株式会社Ｆ．ＣＡＲＲＹ　本社営業所 京都府八幡市内里荒場５７番地 075-972-2334

八幡市 ＯＳＯ株式会社　本社営業所 京都府八幡市野尻円ノ元１１、１２－２、１３、１４－１ 075-972-6600

八幡市 株式会社大優商事　本社事務所 京都府八幡市下奈良南頭１－７ 075-981-8383

八幡市 日本ルートサービス株式会社　京阪事業所 京都府八幡市上津屋中堤１１７ 075-971-7286

八幡市 近物レックス株式会社　コーナン京都センター 京都府八幡市下奈良小宮１７番１他 075-972-3781

八幡市 株式会社チクホー　関西営業所 京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋１１－２ 075-971-1253

八幡市 株式会社丸玉運送　京都営業所 京都府八幡市川口馬屋尻２０－１ 075-983-0251

八幡市 株式会社藤原運輸商事　本社営業所 京都府八幡市下奈良南頭１７ 075-982-7869

八幡市 株式会社吉秀トラフィック　八幡営業所 京都府八幡市下奈良新下１０番１ 075-971-3500

八幡市 愛知陸運株式会社　京都営業所 京都府八幡市上津屋西久保７２－１，７１ 075-981-9640

八幡市 株式会社サンキュウ・トランスポート・関西　京都営業所 京都府八幡市上津屋八王子１２４番地１１ 075-754-6639

八幡市 吉川運輸株式会社　京都営業所 京都府八幡市内里河原４７－２ 075-971-3172

舞鶴市 有限会社北都松下急便　北都松下急便 京都府舞鶴市字引土１８４－２ 0773-76-6288

舞鶴市 舞鶴高速輸送株式会社　本社営業所 京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番１２ 0773-62-9220

舞鶴市 ヤマト運輸株式会社　舞鶴東営業所 京都府舞鶴市字小倉小字小倉口２２２番８の１ 0773-65-3755

舞鶴市 株式会社新洋ドレージ　舞鶴営業所 京都府舞鶴市字浜小字浜２０２５番地４ 0773-64-5771

舞鶴市 株式会社舞京通商　本社営業所 京都府舞鶴市北吸小字糸１００６－６ 0773-62-0720

舞鶴市 マリネックストランスポートサービス株式会社　本社営業 京都府舞鶴市字浜２０２５－４ 0773-64-6201

舞鶴市 有限会社廣田商事　本社営業所
京都府舞鶴市字京田小字古茶屋８６０，８５６－１，８５

９，８８１－２
0773-78-3152

舞鶴市 河嶋運送株式会社　舞鶴営業所 京都府舞鶴市字喜多１１０５－１４ 0773-75-1740

福知山市 株式会社ケイシン　京都北営業所 京都府福知山市三和町芦渕２１１－２ 0773-58-3838

福知山市 河嶋運送株式会社　福知山営業所 京都府福知山市字長田小字大野上２０９３－５０ 0773-27-4118

木津川市 山城合同自動車株式会社　本社営業所 京都府木津川市木津南垣外４６－２ 0774-72-0149

木津川市 和束運輸株式会社　山城営業所
京都府木津川市山城町上狛四丁町１番地１４、鶴白４番地

１１
0774-86-0700

乙訓郡 諸星運輸株式会社　京都ロジスティックスセンター 京都府乙訓郡大山崎町下植野寺門２４－１ 075-959-2500

乙訓郡 株式会社日立物流西日本　大山崎ＡＥ営業所 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田３８ 075-959-5007

久世郡 北信運輸株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町野村村東７１－１ 075-631-3457

久世郡 有限会社北信商事　本社 京都府久世郡久御山町野村村東７１－１ 075-631-3457

久世郡 有限会社タテロ　久御山営業所 京都府久世郡久御山町田井新荒見４５番 0774-66-3907

久世郡 株式会社日東フルライン　久御山営業所 京都府久世郡久御山町田井新荒見１２８ 06-6539-0211
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久世郡 エスティーキャリー株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町田井新荒見４７番地１ 0774-74-8881

久世郡 ヤマト運輸株式会社　京都主管支店 京都府久世郡久御山町西一口西池５－３ 075-633-2606

久世郡 株式会社日急　本社 京都府久世郡久御山町野村村東７５番地１ 075-631-0029

久世郡 株式会社京伸トラック　本店営業所 京都府久世郡久御山町下津屋字富城８ 0774-44-0383

久世郡 ヤマトマルチチャーター株式会社　京都支店 京都府久世郡久御山町佐山中道１２番 0774-66-6855

久世郡 グリーン物流サービス株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町大字西一口小字新道裏７６－２ 075-631-8011

久世郡 株式会社栄興運　本社営業所 京都府久世郡久御山町森川端８６番地１ 075-632-7711

久世郡 誠都運輸倉庫株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町森大内１６０番地 075-632-1421

久世郡 オリソー物流株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町野村東ノ口１１－１，１２－１ 075-631-8900

久世郡 マンナ運輸株式会社　本社営業所 京都府久世郡久御山町市田新珠城５０番地１ 0774-43-9232

久世郡 福山通運株式会社　京都南 京都府久世郡久御山町大字市田小字大領２－７ 0774-24-6120

久世郡 日本通運株式会社　南京都物流センター 京都府久世郡久御山町大字佐山小字中道１８－１ 0774-44-1202

久世郡 弘由ロジスティックス株式会社　京都営業所 京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地６，７ 0774-45-1498

相楽郡 間口バリュートランス株式会社　山城営業所 京都府相楽郡精華町北稲八間稲葉１８－１ 0774-95-9010

綴喜郡 株式会社コダマサービス　宇治営業所 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字塩ケ谷３２番地１０ 0774-46-8536

綴喜郡 京都センコー運輸株式会社　京都城陽営業所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保５番地１ 0774-82-6250

綴喜郡 ロジスティックスセイワ株式会社　本社営業所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字扇畑２８番地３ 0774-82-6006
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