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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）

茨木市
株式会社Ｏｒｉｅｎｔ　Ｃａｒｇｏ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　大

阪営業所
大阪府茨木市並木町１番６号　茨木スクエアビル４Ｆ 072-679-1505

茨木市 佐川急便株式会社　千里営業所 大阪府茨木市豊川５－５５５－１ 0570-01-0566

茨木市 有限会社井上運送　茨木 大阪府茨木市島１丁目２１－２６ 072-630-1057

茨木市 榎本運送株式会社　本社営業所 大阪府茨木市蔵垣内３－１９－２８ 072-625-1266

茨木市 株式会社ヤマタネロジスティクス　大阪営業所 大阪府茨木市宮島２－３－１ 072-635-6500

茨木市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　関電ロジネット事業部 大阪府茨木市郡４ー１７ー４７ 072-640-4677

茨木市 飛騨運輸株式会社　茨木支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-633-7213

茨木市 株式会社クーバルＣ３　　茨木第五営業所 大阪府茨木市横江２丁目６－２３ 070-6946-1793

茨木市 株式会社流通サービス　茨木輸送営業所 大阪府茨木市島４丁目２４番１０号 072-652-0747

茨木市 アートバンライン株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市島３丁目５番４８号 072-630-3303

茨木市 四国運輸株式会社　大阪北営業所
大阪府茨木市宮島２丁目５－１　北大阪トラックターミナ

ル内
072-632-8171

茨木市 西元運輸株式会社　本社営業所 大阪府茨木市東安威２丁目１２番５号 072-641-6677

茨木市 株式会社丸菱運輸　本社 大阪府茨木市島４丁目２４番４４号 072-630-5504

茨木市 有限会社ミナミ　本社営業所 大阪府茨木市竹橋町１番２１号－２ 072-628-9702

茨木市 株式会社北部市場運送　量販課営業所 大阪府茨木市島１丁目２０番２２号 072-634-0113

茨木市 ホンダ運送株式会社　茨木センター 大阪府茨木市彩都はなだ２丁目１－４ 072-648-7774

茨木市 株式会社多丸　本社営業所 大阪府茨木市島１丁目２２番３号 072-635-8884

茨木市 ヤマトボックスチャーター株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市畑田町２０番１号 072-631-3551

茨木市 有限会社スクーデリア　茨木営業所 大阪府茨木市宮島２丁目２番６５号 072-636-0128

茨木市 近物レックス株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-633-8575

茨木市 栄和運輸株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市五日市１丁目８番８号 072-623-1924

茨木市 ヤマト運輸株式会社　茨木北営業所 大阪府茨木市藤の里１－２１８－１，２１９－１ 080-5045-1009

茨木市 もりか運送株式会社　大阪営業所
大阪府茨木市東安威１丁目２００－１（住居表示　１－３

１－６）
072-640-1313

茨木市 澁澤陸運株式会社　大阪ターミナル 大阪府茨木市西河原北町６－１５ 072-622-6963

茨木市 株式会社アルプス物流　大阪営業所 大阪府茨木市沢良宣西４－１８－２０ 072-634-4551

茨木市 第一貨物株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-632-8250

茨木市 西濃運輸株式会社　茨木支店 大阪府茨木市藤の里１－４－８ 06-4802-3024

茨木市 ラニイ福井貨物株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-633-8273

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大阪府）
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茨木市 三紀運輸株式会社　本社営業所 大阪府茨木市豊川４－２７－１５ 06-6380-3888

羽曳野市 ヤマト運輸株式会社　羽曳野西浦営業所 大阪府羽曳野市西浦１１６１－１ 072-959-0103

羽曳野市 株式会社中通　柏原営業所 大阪府羽曳野市駒ヶ谷２番地の１８７ 072-957-5153

羽曳野市 廣瀬梱包運輸株式会社　本社 大阪府羽曳野市蔵之内小字丁田５２０、５２１ 072-956-7800

河内長野市 株式会社日本トランスネット　南大阪支店 大阪府河内長野市野作町１４－２１ 0725-90-2050

河内長野市 天野商運株式会社　本社営業所 大阪府河内長野市下里町１２１０－１ 0721-55-0888

河内長野市 丸美運輸株式会社　本社営業所 大阪府河内長野市上原町５０４番地の１ 0721-53-8575

貝塚市 株式会社カントラロジ　貝塚営業所 大阪府貝塚市二色南町１６番 072-439-1387

貝塚市 近畿トランスポート株式会社　本社営業所 大阪府貝塚市森８４２－１ 072-446-6668

貝塚市 明治ロジテック株式会社　関西支店 大阪府貝塚市二色南町１６番 072-439-1502

貝塚市 大豊運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府貝塚市二色北町１ー３ 072-436-2851

岸和田市 エスワイ興輸株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市藤井町２丁目１５番１号 072-438-2211

岸和田市 大利興産株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市岸之浦町１０－１０ 072-439-7791

岸和田市 アシストワーク株式会社　本社 大阪府岸和田市木材町１５番地１ 072-437-0058

岸和田市 株式会社センリク　本社営業所 大阪府岸和田市畑町３－１７－１ 072-420-0808

岸和田市 有限会社ワンプラスワン　岸和田営業所 大阪府岸和田市土生町２丁目９－１０ 072-426-2255

岸和田市 横山運輸有限会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市戒町８－５２ 072-422-6800

岸和田市 株式会社流通サービス　岸和田輸送営業所 大阪府岸和田市包近町字東山３７８番地４号 072-441-6990

岸和田市 有限会社Ｉ．Ｓトータルサービス　本社営業所 大阪府岸和田市上松町６５３－９ 072-260-5661

岸和田市 有限会社さくら物流　本社 大阪府岸和田市新港町１０－３３ 072-436-0511

岸和田市 株式会社西村運輸倉庫　本社 大阪府岸和田市地蔵浜町１１－１ 072-437-1661

岸和田市 株式会社渡辺産業運輸　大阪営業所 大阪府岸和田市稲葉町１１６４ 072-479-2216

交野市 有限会社トーキ　交野営業所 大阪府交野市星田５丁目８－１４－１０５ 072-845-6609

交野市 西光運輸株式会社　交野営業所 大阪府交野市星田５丁目８－９－１１１ 06-6906-1140

交野市 株式会社引越社　奈良営業所 大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１ 072-893-2626

交野市 下田運輸株式会社　本社営業所 大阪府交野市幾野４－２０－１ 072-892-1151

高石市 有限会社幕内運送　本社営業所 大阪府高石市取石６－１３－２ 072-272-1457

高石市 有限会社石田運送店　本社営業所 大阪府高石市取石２－７－１３ 072-272-8666

高石市 丸全トランスポート株式会社　ＤＩＣ堺営業所 大阪府高石市高砂１－３ 072-268-1226

高石市 株式会社エネックス　西日本支店 大阪府高石市高砂３丁目４３番 072-268-3970

高槻市 デイリートランス株式会社　本社 大阪府高槻市三箇牧１丁目３５番４号 072-679-3923

高槻市 株式会社宮田運輸　高槻事業所 大阪府高槻市芝生町１丁目５３番１号 072-679-1910

高槻市 有限会社アレス　本社 大阪府高槻市郡家本町５８－１ 072-686-5538
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高槻市 イーエフ物流株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市西面北２－２－３ 072-678-2277

高槻市 大阪センコー運輸株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市芝生町１丁目５１番２号 072-677-5717

高槻市 株式会社ヤマガタ　大阪営業所 大阪府高槻市南大樋町３３－２ 072-672-3711

高槻市 関西急送株式会社　大阪支店 大阪府高槻市原８９１－４ 072-689-5046

高槻市 大翔トランスポート株式会社　大阪営業所
大阪府高槻市芝生町１－５２－１　Ｌａｎｄｐｏｒｔ高槻

１階
072-665-9211

高槻市 株式会社武山回漕店　高槻営業所 大阪府高槻市藤の里町１８－１８－２０１ 072-675-6592

高槻市 株式会社浜田　大阪リサイクルセンター 大阪府高槻市柱本３丁目８番６号 072-678-6601

高槻市 大阪西部運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市大塚町５－２４－１ 072-672-8300

高槻市 ヤマト運輸株式会社　高槻井尻営業所 大阪府高槻市井尻２－８５０－１ 080-5045-1471

高槻市 株式会社ダイトク　本社営業所 大阪府高槻市柱本新町５－１ 072-677-4111

高槻市 明治運送株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市朝日町１－１０ 072-668-4445

高槻市 大阪トヨペットロジスティック株式会社　本社 大阪府高槻市芝生町４－６－２ 072-677-7351

高槻市 直販配送株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市番田１－５１－１ 072-662-9331

高槻市 トーエイ物流株式会社　大阪支店 大阪府高槻市唐崎１２８０番地 072-679-2112

堺市 篠崎運輸株式会社　堺営業所
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５　アイミッション

パーク堺２Ｃ
072-275-4590

堺市 江口運輸株式会社　大阪 大阪府堺市浜寺石津町西五丁３－２１ 072-264-6767

堺市 株式会社物流システム　堺営業所 大阪府堺市美原区小寺３９３－１ 072-362-1633

堺市 上神谷梱包高速株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区上７０７－１ 072-273-2231

堺市 西濃運輸株式会社　堺支店 大阪府堺市西区築港新町３丁１４－２ 06-4802-3026

堺市 株式会社大阪南海　堺 大阪府堺市中区小阪４７５番１、４７３番２ 072-320-9108

堺市 泉本運輸倉庫株式会社　本社 大阪府堺市中区伏尾３７３番地 072-277-6500

堺市 株式会社アドバンス　堺営業所 大阪府堺市東区八下町１－１２２－３０８ 072-240-3503

堺市 株式会社ネクストビジョン　堺営業所
大阪府堺市南区桃山台２ー３ー４　ツインビル桃山Ｉ　Ｂ

１０５
072-350-3852

堺市 寺口運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市南区豊田５８０番地 072-284-1177

堺市 株式会社ロジックナンカイ　本社 大阪府堺市南区高尾１丁３５９－１ 072-275-0333

堺市 中日本マルエス株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区築港浜寺西町８番地２３ 072-268-3372

堺市 株式会社公益社　　堺 大阪府堺市堺区宿屋町西１丁１－２５ 0722-27-3601

堺市 東和配送サービス株式会社　本社 大阪府堺市美原区黒山１０８番地の１ 072-363-8555

堺市 株式会社杉孝　堺営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２ 072-221-2525

堺市 株式会社タカエキスプレス　　本社営業所 大阪府堺市中区土師町４丁５－２５ 072-270-7800
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堺市 株式会社丸運ロジスティクス西日本　大阪営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５ 072-229-8871

堺市 株式会社泉谷商事　本社営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町東４丁９番２１－５号 072-289-5361

堺市 コウノイケ・エキスプレス株式会社　大阪事業所 大阪府堺市西区石津西町７番４ 072-243-2101

堺市 高砂物流株式会社　堺営業所 大阪府堺市南区原山台５丁９番１号 072-284-9727

堺市 株式会社マツバヤシ　本社 大阪府堺市堺区石津町３丁１４番１５号 072-275-8801

堺市 有限会社左近商店　本社営業所 大阪府堺市中区福田４１２番地の３２ 072-276-5950

堺市 福山ロジスティクス株式会社　大阪営業所 大阪府堺市西区築港新町３丁６－１ 072-244-1324

堺市 株式会社友成　本社営業所
大阪府堺市西区鳳中町１０丁８番地７　ガーデンハイツ鳳

２０１号
072-265-7027

堺市 山中運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区小平尾８３５－１ 072-363-8260

堺市 株式会社日之出運輸　堺事業所 大阪府堺市堺区海山町５丁１９１－１ 072-226-4111

堺市 共伸商事株式会社　本社営業所 大阪府堺市中区深井沢町３３０９－１－５０２ 072-293-8004

堺市 オオトリ物流株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８ 072-262-2500

堺市 株式会社サンキュウ・トランスポート・関西　大阪営業所 大阪府堺市西区築港浜寺西町１０―３ 072-269-3900

堺市 丸長運送株式会社　堺営業所 大阪府堺市南区原山台５丁９番１号 072-284-9727

堺市 株式会社Ｇｌｏｂａｌｌｉｎｋ　本社 大阪府堺市中区土塔町４９番地３ 072-230-2282

堺市 小寺商運株式会社　本社営業所 大阪府堺市北区百舌鳥西之町２－２０５ 072-274-7777

堺市 株式会社ケイ・ディー・アール　本社営業所 大阪府堺市北区百舌鳥西之町２－２０５ 072-274-9888

堺市 株式会社ジェイネクストロジスティクス　本社営業所 大阪府堺市美原区北余部４０番地１０ 0721-80-3330

堺市 大阪三興物流株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区木材通４丁目１３番１号 072-362-3517

堺市 大泉運輸株式会社　本店営業所 大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町１－２－６ 072-244-0269

堺市 黒山運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区南余部２８－１ 072-362-2885

堺市 上田運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市堺区神南辺町１丁３番地の３ 072-238-6969

堺市 福山通運株式会社　堺支店 大阪府堺市西区築港新町３丁６－１ 072-244-3366

堺市 株式会社マツダ運輸大阪　本社営業所 大阪府堺市西区築港新町３丁３８ 072-244-0250

堺市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　堺総合物流グループ 大阪府堺市堺区築港八幡町１番６３ 072-282-6555

堺市 シンエスサービス株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区築港浜寺西町８番２３号 072-268-3370

四條畷市 福間運輸株式会社　本社 大阪府四條畷市砂３丁目３番３０号 072-803-3100

四條畷市 豊栄運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２ 072-878-7881

四條畷市 豊田通商株式会社　本社 大阪府四條畷市蔀屋本町１３－３２ 072-832-3150

四條畷市 丸善大阪運輸株式会社　本社営業所 大阪府四条畷市蔀屋新町６番２５号 072-803-4151

四條畷市 七宝運輸株式会社　本社 大阪府四條畷市中野本町２－１（３Ａ） 072-803-8583

四條畷市 トナン輸送株式会社　四條畷営業所 大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２ 072-878-7881
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四條畷市 えびの興産株式会社　大阪事業所 大阪府四條畷市大字下田原１３６４－１ 0743-71-0008

守口市 株式会社ＵＡＣＪ物流　大阪営業所 大阪府守口市八雲中町３－１３４ 06-6916-8090

守口市 株式会社山三　大阪営業所 大阪府守口市金田町２－２８－２０ 06-6901-3081

守口市 株式会社吉良　本社 大阪府守口市南寺方東通６－６－５ 06-6997-0381

守口市 カンダリテールサポート株式会社　関西ＣＳセンター 大阪府守口市八雲中町２－１４－３ 06-4252-5850

守口市 三浦運輸株式会社　本社営業所 大阪府守口市南寺方東通２丁目１０番１５号 06-6991-6011

守口市 日本通運株式会社　大阪東航空貨物センター 大阪府守口市八雲中町２丁目１０番３号 06-6991-8568

松原市 株式会社田島運輸　本社営業所 大阪府松原市河合３丁目３－１１ 072-931-2222

松原市 株式会社ＡＭＳ　堺営業所 大阪府松原市西大塚１丁目１４３番地 072-369-7066

松原市 株式会社常陸　大阪営業所 大阪府松原市新堂１丁目５２５番１ 072-288-7791

松原市 株式会社合通カシロジ　カシロジホーム 大阪府松原市大堀１丁目５番８号 072-339-3317

松原市 天美陸運株式会社　本社営業所 大阪府松原市三宅中７－７－１４ 072-334-6116

松原市 株式会社ヤマザキ物流　大阪第二営業所 大阪府松原市三宅東２丁目１８３５－６ 072-339-7027

寝屋川市 株式会社ロジックス近畿　北大阪営業所 大阪府寝屋川市葛原１－２４５－６ 072-800-6400

寝屋川市 平田運輸株式会社　寝屋川 大阪府寝屋川市木屋町１４－２ 072-832-3107

寝屋川市 ヤマト運輸株式会社　寝屋川西営業所 大阪府寝屋川市葛原２丁目８番１８号 080-5045-1365

寝屋川市 株式会社大阪サンワ　本社営業所 大阪府寝屋川市新家１－６－７ 072-821-2149

寝屋川市 村岡運輸株式会社　本社営業所 大阪府寝屋川市葛原１－３１－８ 072-826-1151

寝屋川市 株式会社共進エキスプレス　本社営業所 大阪府寝屋川市香里西之町２６番３２号 072-833-0700

寝屋川市 株式会社日本ロジックス　大阪寝屋川営業所 大阪府寝屋川市葛原１丁目３２番１６号 072-800-6400

吹田市 株式会社トランスウェブ　大阪 大阪府吹田市青葉丘北２２番３０号 0668-78-0011

吹田市 株式会社引越社　北大阪営業所 大阪府吹田市青葉丘南６番２３号 06-4864-8890

吹田市 株式会社ムロオ　大阪支店 大阪府吹田市岸部中５丁目４８番２ 06-6380-4430

吹田市 株式会社ロジック　本社営業所 大阪府吹田市南吹田２丁目２番１０号 06-6317-2001

吹田市 株式会社タマックス　本社 大阪府吹田市清水８番１８号 06-6877-8815

吹田市 新三興物流株式会社　吹田営業所 大阪府吹田市岸部中２丁目１７番１号 090-1783-3563

摂津市 株式会社シンワ・アクティブ　本社 大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９ 072-654-0172

摂津市 北大阪物流株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目２番１８号－２０１号室 072-648-7709

摂津市 株式会社マルカミ物流　摂津物流センター 大阪府摂津市鳥飼中２丁目１番６２号 072-650-3737

摂津市 株式会社日之出運輸　大阪支店 大阪府摂津市鳥飼上三丁目１９番４４号 072-650-6211

摂津市 株式会社ビーシーロジスティクス　本社 大阪府摂津市千里丘３丁目１４番４０号 06-6389-5900

摂津市 クリスタル物流株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目１番９号 072-650-3450

摂津市 ネクスト株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３１番２号 072-654-8311
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摂津市 株式会社ＹＳＫサービス　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼下２丁目２４番２４号 072-655-8271

摂津市 株式会社北大阪運輸　本社 大阪府摂津市東一津屋１０番１５号 06-6195-8528

摂津市 株式会社ゴトー物流　北大阪営業所 大阪府摂津市一津屋１丁目２８番１号２０１号 06-6829-5101

摂津市 朝日町運輸倉庫株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼上５丁目２－５２ 072-654-3955

摂津市 信越定期自動車株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市東別府３－３－１０ 06-6349-0124

摂津市 株式会社永尾運送　摂津 大阪府摂津市鳥飼本町４－５－８ 072-654-1414

摂津市 東豊配送株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼銘木町１７－１１ 072-654-4558

摂津市 株式会社保証合同　本社営業所 大阪府摂津市新在家２丁目３１番１０号 06-6476-7192

摂津市 大和通商株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号 072-657-0100

摂津市 株式会社翔樹　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目１３－４１ 072-665-9035

摂津市 株式会社シグマ　本社営業所 大阪府摂津市鶴野３丁目３番９号 072-637-0821

摂津市 エーエムエー株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５－３－２ 072-653-5868

摂津市 株式会社ロードカンパニー　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼本町４－５－３８ 072-657-8332

摂津市 株式会社久光物流　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中２丁目７番２９号 072-650-4115

摂津市 株式会社ヒサミツ・カーゴ　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中２丁目７番２９号 072-650-4116

摂津市 株式会社トミナガ　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼和道１－５－２ 072-654-4790

摂津市
ダイセーエブリー二十四株式会社　大阪スーパーハブセン

ター

大阪府摂津市鳥飼上５丁目１６（住居表示　５－４－１

６）
072-654-1880

摂津市 コスモ物流株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町３丁目３番３１号 072-654-5766

摂津市 摂津運輸株式会社　本社営業所 大阪府摂津市別府３－１５－３ 06-6349-2261

摂津市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　常温大阪北センター 大阪府摂津市東別府１丁目４－９ 06-6827-0121

摂津市 株式会社サンロジスティックス　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼中２丁目２－６３ 072-650-3065

摂津市 明雪運輸株式会社　常温一括大阪北センター 大阪府摂津市東別府１丁目４－９ 06-6827-5588

摂津市 株式会社ケイシン　大阪第２物流センター 大阪府摂津市鳥飼中２丁目３番３７号 072-652-6009

摂津市 西濃運輸株式会社　摂津支店 大阪府摂津市鳥飼上５－６９（住居表示　５－３－６） 072-654-0003

摂津市 福山通運株式会社　摂津支店 大阪府摂津市鳥飼本町４－１－２２ 072-654-1101

泉佐野市 株式会社大輝産業　泉佐野 大阪府泉佐野市羽倉崎１－１－７５　２Ｆ 072-465-7761

泉佐野市 若松運輸株式会社　大阪営業所
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２１　りんくう国際物

流センター６０１号
0724-69-7077

泉佐野市 株式会社大谷　りんくう営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来南５番３２号 072-468-6521

泉佐野市 新栄運輸株式会社　泉佐野営業所 大阪府泉佐野市住吉町２番９号 072-464-1021

泉佐野市 井上陸送株式会社　本社営業所 大阪府泉佐野市湊４丁目７４８－３、７５０－１ 072-458-7577

泉佐野市 愛知陸運株式会社　関空営業所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 0724-56-5747
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泉大津市 有限会社ネクサス　泉大津営業所 大阪府泉大津市板原町５丁目３番５５号 0725-32-7744

泉大津市 株式会社日東フルライン　泉大津営業所 大阪府泉大津市寿町４－４１ 06-6539-0211

泉大津市 ＴＳネットワーク株式会社　泉大津流通センター 大阪府泉大津市宮町１１－２０ 0725-21-9571

泉大津市 愛知車輌興業株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市小津島町４番８ 0725-31-2214

泉大津市 旭新運輸開発株式会社　南大阪営業所 大阪府泉大津市板原町４－２１－２２ 0725-40-1017

泉大津市 株式会社山　　水　泉大津事業所 大阪府泉大津市汐見町１０４番地１ 0725-23-2615

泉大津市 福山エクスプレス株式会社　泉大津営業所 大阪府泉大津市臨海町２丁目１６ 0725-33-5181

泉大津市 河西運輸株式会社　大阪営業所 大阪府泉大津市なぎさ町１－３９ 0725-23-5605

泉大津市 両備トランスポート株式会社　大阪営業所 大阪府泉大津市臨海町１丁目３０番 0725-20-6100

泉大津市 近畿物流株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市我孫子９３－１ 0725-31-0690

泉南市 豊隆運輸有限会社　本社営業所 大阪府泉南市信達大苗代１２８１－１ 072-480-5660

泉南市 丸大通商株式会社　本社営業所 大阪府泉南市馬場２丁目２９番１１号 072-483-8686

大阪狭山市 有限会社山広運輸興業　本社 大阪府大阪狭山市茱萸木７－２０９７－１６ 072-367-5285

大阪市 九州西濃運輸株式会社　淀川支店 大阪府大阪市西淀川区竹島２丁目１番３１号 06-6471-4315

大阪市 アサヒロジスティクス株式会社　大阪大正営業所 大阪府大阪市大正区船町１－２－２１ 06-6585-7509

大阪市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　常温西淀川センター 大阪府大阪市西淀川区西島１丁目１－６２ 06-6459-9100

大阪市 興國海運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１３４号 06-6612-5200

大阪市 正和運送有限会社　南港 大阪府大阪市住之江区南港南３－５－２７ 06-4703-8288

大阪市 名正運輸株式会社　住之江 大阪府大阪市住之江区平林北二丁目６番１５号 06-6683-0027

大阪市 株式会社プレミアアシスト　大阪サービスセンター 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８－３８ 06-4702-6750

大阪市 株式会社ワールドビズ　本社 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２番３５ 06-6681-4884

大阪市 コクボ通商株式会社　本社 大阪府大阪市旭区中宮５丁目７－３０ 072-653-1000

大阪市 株式会社ワイ・ケイ・ティ　本社営業所 大阪府大阪市生野区中川２－１４－３ 06-4306-3617

大阪市 大阪牧迫運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１－３－５４ 06-6681-3330

大阪市 フジトランスポート株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東１丁目５番３１号 06-6115-8207

大阪市 株式会社ライズトラスト　東淀川営業所 大阪府大阪市東淀川区瑞光２丁目１１番３１号 06-6539-5515

大阪市 日隆運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市東淀川区小松２－７－７ 06-6329-3732

大阪市 株式会社新星運輸商事　安田事業所 大阪府大阪市鶴見区安田１丁目１１番１０号 06-6967-8162

大阪市 興生運輸株式会社　本社 大阪府大阪市此花区梅町２－２－２０ 06-6464-0553

大阪市 ＧＢｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社　ＸＤＣ大阪南港
大阪府大阪市住之江区南港中１－４－１４０　レッドウッ

ド南港ＤＣ１　２階
06-4703-3172

大阪市 大阪小山武運送株式会社　本社 大阪府大阪市港区福崎２丁目４番１７号 06-6574-8445

大阪市 法成寺運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１－７７ 06-6681-5963
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大阪市 株式会社ロジタス　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東９丁目２番３１号 06-6606-8711

大阪市 豊商運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区梅香２－７－３ 06-6464-6530

大阪市 キユーソーアレスト株式会社　住之江 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－４７ 06-6654-5470

大阪市 ヤマト運輸株式会社　淀川中央営業所 大阪府大阪市淀川区三国本町２丁目１２番１６号 06-6350-9330

大阪市 株式会社オール・ワン　本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島６丁目１番４６号 06-6115-6266

大阪市 ヤマト運輸株式会社　淀川十三営業所 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目４－１３ 06-6309-3990

大阪市 アオキ物流株式会社　大正営業所 大阪府大阪市大正区船町１－２－２１ 06-6589-7800

大阪市 株式会社アーバンネットワーク　本社 大阪府大阪市住之江区南港東３丁目１－３９ 06-6614-0123

大阪市 大阪西運送株式会社　本社 大阪府大阪市西区九条南１－２－２０ 06-6581-6651

大阪市 スイキュウ大阪株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東１丁目５番４ 06-6614-8801

大阪市 株式会社つばめ急便　大阪ロジスティクスセンター 大阪府大阪市淀川区三津屋南３丁目２０番４２号 06-6302-4154

大阪市 株式会社フジタカ　南大阪営業所 大阪府大阪市住之江区新北島７丁目４－５３ 06-4702-6123

大阪市 株式会社エビス物流　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号 06-6614-1790

大阪市 トヨダ運送株式会社　本社 大阪府大阪市浪速区木津川１丁目４番１４号 06-6567-0236

大阪市 株式会社ランドエキスプレス　大阪 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－９１ 06-4703-4260

大阪市 中野運送株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区百島２丁目１番１８７ 06-6475-4035

大阪市 一宏運輸株式会社　本社 大阪府大阪市西成区北津守３－７－１６ 06-6568-1777

大阪市 丸西運輸商事株式会社　本店 大阪府大阪市大正区北恩加島１－１３－１ 06-6554-0522

大阪市 株式会社アイエヌライン　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目１番１２号 06-6685-1355

大阪市 日本鉄鋼物流株式会社　大阪支店 大阪府大阪市鶴見区安田２－６－９ 06-6915-4511

大阪市 井住運送株式会社　南港 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５ 06-7670-2430

大阪市 株式会社公益社　　天神橋 大阪府大阪市北区天神橋４丁目６－３９ 06-4800-2194

大阪市 阪急阪神エステート・サービス株式会社　城東営業所 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１３－２３ 06-6777-7123

大阪市 福岡トランス株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目６－４５ 06-4702-7150

大阪市 中越テック株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区大桐４－１－７７ 06-6328-6806

大阪市 株式会社橋本商事冷凍輸送　大阪営業所
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７－８１　東洋水産株

式会社　舞洲冷蔵庫内
06-6461-3155

大阪市 兼成運輸工業株式会社　本社 大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３ 06-6552-4191

大阪市 パナシアロジ株式会社　大阪 大阪府大阪市淀川区加島２－１－７４ 06-6306-6317

大阪市 飛騨運輸株式会社　南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-5461

大阪市 飛騨運輸株式会社　城東支店 大阪府大阪市鶴見区今津北２－５－２０ 06-6961-1871

大阪市 クレベ運送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号 06-6968-1651

大阪市 アチハ株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中１丁目１番６７号 06-6612-0001
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大阪市 株式会社カイウン　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号 06-6968-1651

大阪市 株式会社桜ノ宮興起　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東５－２－３８ 06-6612-0338

大阪市 アート引越センター株式会社　西大阪支店 大阪府大阪市港区福崎２丁目１番６７ 06-6572-0123

大阪市 株式会社桂通商　大阪営業所 大阪府大阪市東住吉区今林１丁目２番６８号 06-6752-0550

大阪市 ユートランスシステム株式会社　本店 大阪府大阪市西淀川区西島１－１－６２ 06-4862-7120

大阪市 ヤマト運輸株式会社　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区佃３－１５５－２２，２３，４２ 06-6471-9827

大阪市 株式会社ワールドサプライ　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号 06-4702-6509

大阪市 下川運送株式会社　港 大阪府大阪市港区築港３丁目７番１５－２０７号 06-6571-0341

大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区柴谷１－２－７０ 06-7175-8288

大阪市 堂島運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西成区南津守７丁目１３番４７号 06-6658-2205

大阪市 株式会社哉翔　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７－９３ 06-6686-3939

大阪市 愛知陸運株式会社　本社 大阪府大阪市大正区南恩加島５－１４－８ 06-6552-8864

大阪市 松平物流産業株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区夕凪１丁目３番１９号 06-6576-0675

大阪市 大阪運輸倉庫株式会社　港営業所 大阪府大阪市港区海岸通３丁目３－５ 06-6576-1355

大阪市 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　南港運輸営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１－９３ 06-6614-7923

大阪市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　阪神総合物流グループ 大阪府大阪市西淀川区西島一丁目１番 06-6478-6051

大阪市 株式会社長栄運送店　本社営業所 大阪府大阪市浪速区日本橋５－３－６ 06-6632-6121

大阪市 三共運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０ 06-6448-2261

大阪市 株式会社旭日通商　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２丁目１２番３１ 06-6571-5630

大阪市 日本ルートサービス株式会社　大阪事業所 大阪府大阪市住之江区南港南２－１２－１９ 06-4703-5183

大阪市 ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港緑地２－１－６６ 06-4804-5035

大阪市 株式会社タカナワ　大阪支社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０番７８号 06-4702-0121

大阪市 佐川急便株式会社　此花営業所
大阪府大阪市此花区北港１丁目６２５番（住居表示　１丁

目４－５３）
0570-01-0129

大阪市 株式会社ロジパルエクスプレス　大阪営業所 大阪府大阪市西成区南津守２丁目１－３０ 06-4703-5720

大阪市 ヤマト運輸株式会社　鶴見営業所 大阪府大阪市鶴見区横堤４－４１－１ 080-5045-1049

大阪市 株式会社ミナトライン　本社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５ 06-6681-1414

大阪市 横浜低温流通株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎２－７－３ 06-4394-7077

大阪市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6613-2800

大阪市 有限会社ベスト　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南３－１０－２７ 06-6569-3610

大阪市 宏栄産業株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区小林西１丁目９番４号 06-6555-3315

大阪市 株式会社ノジマ　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮３丁目７番７号 06-6926-9876

大阪市 エスエーエル株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1047
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大阪市 エスエーロジテム株式会社　大阪 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1045

大阪市 エスエーサービス株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1046

大阪市 株式会社日之出運輸　南大阪支店 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番６号 06-6568-7811

大阪市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　大阪西航空営業 大阪府大阪市西区川口２－８－５ 06-6583-5677

大阪市 有限会社大地運輸　本社営業所 大阪府大阪市浪速区日本橋東２－１０－３ 06-6644-1431

大阪市 株式会社バルコエキスプレス　本社営業所 大阪府大阪市東住吉区今川８－９－１６ 06-6702-0456

大阪市 東京納品代行西日本株式会社　大阪南港センター 大阪府大阪市住之江区南港東５丁目２番１０号 06-6616-6181

大阪市 福島運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２－４－１２０ 06-6475-5555

大阪市 ステンレス急送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市大正区三軒家東３－１１－２２ 06-6555-2225

大阪市 株式会社野田運送店　本社 大阪府大阪市都島区善源寺町２－７－２６ 06-6922-3618

大阪市 大橋実業運輸株式会社　本社 大阪府大阪市淀川区新高２－５－２５ 06-6396-1078

大阪市 三協物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区境川２－３－２３ 06-6581-8892

大阪市 新栄運輸株式会社　関西総合物流センター 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番３４号 06-4702-7237

大阪市 放出運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区今津中１丁目１０番２９号 06-6961-3951

大阪市 株式会社ジェイアール西日本マルニックス　梅田支店 大阪府大阪市北区梅田３－２－１１０ 06-6346-4438

大阪市 鴻池運輸株式会社　此花営業所 大阪府大阪市此花区酉島５－１１－１５１ 06-6461-0753

大阪市 西壅運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮１－１７－１３ 06-6912-0971

大阪市 株式会社МＳＣ　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東２丁目２番２号 06-6612-8700

大阪市 杉村運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区福崎３－１－１４８ 06-6571-2935

大阪市 近物レックス株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１－７７ 06-6681-5585

大阪市 アクロストランスポート株式会社　港センター 大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１４８号 06-6571-7007

大阪市 泉尾運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区泉尾５－１２－１１ 06-6551-0732

大阪市 米澤運送株式会社　本社 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１５－２１ 06-6719-6153

大阪市 山秀運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区春日出中２－１７－１８ 06-6463-6796

大阪市 株式会社ラインアップ　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東１－２－１４ 06-6569-2600

大阪市 トナミ近畿物流株式会社　北港営業所 大阪府大阪市此花区北港２－４－６７ 06-6464-5435

大阪市 株式会社牧迫運輸　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目３番５４号 06-6681-3330

大阪市 株式会社ライフカーゴ　本社 大阪府大阪市此花区北港２丁目５－３ 06-6657-5101

大阪市 福山エクスプレス株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市福島区大開４－１－１８ 06-6466-2292

大阪市 関西配送有限会社　本社営業所 大阪府大阪市淀川区三津屋南３丁目１４－１ 06-6390-5026

大阪市 株式会社神戸屋ロジスティクス　本社 大阪府大阪市東淀川区豊新２－１６－１４ 06-7650-7738

大阪市 進光運輸株式会社　本店営業所 大阪府大阪市鶴見区浜５－１－２７ 06-6912-0071

大阪市 株式会社東洋社　西大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８ 06-6478-2361
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大阪市 浪花建設運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番９５号 06-6553-3003

大阪市 扇町運送株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港南四丁目一番七号 06-4703-9200

大阪市 株式会社Ｆｕｔａｊｉｍａ　Ｌｏｇｉ　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号 06-6613-0878

大阪市 山忠運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市平野区喜連東２－３－２７ 06-6709-1151

大阪市 有限会社三昌陸運　本社 大阪府大阪市大正区南恩加島１－１２－２０ 06-6551-2705

大阪市 アンデス物流株式会社　本社 大阪府大阪市鶴見区横堤４－１４－４ 06-6913-1701

大阪市 新栄運送株式会社　西島営業所 大阪府大阪市西淀川区西島１丁目２番１３３号 06-6472-4417

大阪市 近畿商運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区田中１－９－２０ 06-6576-0770

大阪市 エイワン物流株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９番３４号 06-6616-7652

大阪市 関汽運輸株式会社　南港支店
大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１－１０　アイテイエ

ム棟５階Ｋー１
06-6614-6660

大阪市 鈴鹿運送株式会社　梅香営業所 大阪府大阪市此花区梅香２－１６－１８ 06-6463-2141

大阪市 株式会社阪神商事　桜島営業所 大阪府大阪市此花区桜島３丁目２番６号 06-4804-2012

大阪市 協栄運輸株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目１番１号 06-6681-2957

大阪市 村岡運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎１丁目１－１０ 06-6599-0275

大阪市 有限会社清水急便サービス　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区中島１－７－１５ 06-6475-3536

大阪市 大内運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区福町１－８－２ 06-6474-7020

大阪市 株式会社居内運送　本店営業所 大阪府大阪市淀川区野中北２－９－２２ 06-6391-0844

大阪市 大協通運株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目２番４９－２ 06-6477-3338

大阪市 佐川急便株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市大正区北恩加島１－４－２５ 0570-01-0519

大阪市 岡山県貨物運送株式会社　南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１９ 06-6612-4801

大阪市 センターロジ株式会社　本社営業所 大阪府大阪市東成区深江北３丁目４番８号 06-6976-6106

大阪市 大豊運輸倉庫株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－８８ 06-6612-8991

大阪市 吉田運送株式会社　本店 大阪府大阪市東淀川区豊里７－３３－２３ 06-6329-7346

大阪市 株式会社屋良運送　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区大野１－１－１６ 06-6474-0764

大阪市 有限会社丸徳重量　本社営業所 大阪府大阪市港区福崎２丁目７－５１ 06-6574-5577

大阪市 西濃運輸株式会社　大阪支店 大阪府大阪市西成区玉出西２－３０－１１ 06-4802-3013

大阪市 大洋輸送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１－１－７ 06-6682-3185

大阪市 日本通運株式会社　梅田オペレーション課 大阪府大阪市北区中津５－７－４ 06-6458-3600

大阪市 ＳＧムービング株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３３ 06-6467-6101

大阪市 株式会社エスラインギフ　城東営業所 大阪府大阪市城東区今福南３－１－３５ 06-6932-7351

大阪市 西濃運輸株式会社　関目支店 大阪府大阪市城東区関目５－８－１６ 06-4802-3018

大阪市 福山通運株式会社　東住吉支店 大阪府大阪市東住吉区今川８－７－２３ 06-6702-3171
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大阪市 株式会社オーエスティ物流　桜島センター 大阪府大阪市此花区梅町２丁目５番４１号 06-6462-2451

大阪市 株式会社合通ロジ　南港ターミナル支店 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目２－７－１ 06-6612-5531

大阪市 ラニイ福井貨物株式会社　大阪南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-1118

大阪市 丸和運輸株式会社　本社大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番１２７号 06-4702-0010

大阪市 クレベ運送株式会社　城東営業所 大阪府大阪市鶴見区今津中３丁目１２番３８号 06-6968-1651

大阪市 佐川急便株式会社　住之江営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 0570-01-0328

大阪市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　舞洲低温物流センター 大阪府大阪市此花区北港白津１－７－８１ 06-6463-8117

大阪市 アスト株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区北堀江４－１７－２３ 06-6538-2781

大阪市 共立輸送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４０ 06-6462-8021

大阪市 ミナト物流株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区田中２丁目１２番２号 06-6574-4755

大阪市 株式会社ミヨシコーポレーション　本社営業所 大阪府大阪市平野区加美北４丁目１１番１７号 06-6796-5688

大阪市 日本通運株式会社　関西重機建設支店 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１０番６０号 06-6474-7766

大東市 タイヨーロジスティック株式会社　本社営業所 大阪府大東市平野屋２丁目８番１３号 072-872-3876

大東市 株式会社桜コーポレーション　本社営業所 大阪府大東市新田中町３－１ 072-889-1112

大東市 株式会社大東運送　　　大阪営業所 大阪府大東市新田西町８９番１ 072-870-2800

大東市 株式会社ソニア物流　大阪 大阪府大東市御供田５丁目７－１１ 072-812-2945

大東市 株式会社広新　本社営業所 大阪府大東市灰塚５丁目１番４５号 072-806-2626

大東市 大西物流株式会社　関西支店 大阪府大東市諸福４丁目５－１ 072-870-0500

大東市 株式会社ホームエネルギー近畿　大阪東センター 大阪府大東市氷野４丁目１番２５号 072-873-0058

大東市 西濃運輸株式会社　大東支店 大阪府大東市新田境町１－２６ 06-4802-3019

大東市 有限会社キタノ　本社営業所 大阪府大東市新田中町１番６号 072-869-4001

大東市 大阪第一物流株式会社　本社営業所 大阪府大東市御供田５－７－２ 072-870-2918

大東市 有限会社秀吉　大東営業所 大阪府大東市御領３丁目８７９ 072-806-2195

大東市 旭新運輸開発株式会社　大東営業所 大阪府大東市新田旭町１番１５号 072-889-2580

大東市 株式会社陽光　大阪物流センター 大阪府大東市御領３－７－５ 072-875-0500

池田市 株式会社ユービーエム　空港営業所 大阪府池田市空港１丁目１３番１ 06-6841-5202

東大阪市 サンコーサポート株式会社　本社 大阪府東大阪市新庄西５番２７号 06-6748-9910

東大阪市 山義運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市吉田下島３－１０ 0729-65-0032

東大阪市 会津通商株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市新庄３－２１－４７ 06-6746-9100

東大阪市 株式会社ディスウェイ　本社営業所 大阪府東大阪市水走１－１２－３２ 072-963-7440

東大阪市 株式会社タナカ　大阪 大阪府東大阪市本庄中２丁目４番２０号 06-6748-8065

東大阪市 株式会社藺牟田運送　本社営業所 大阪府東大阪市吉田本町１丁目９番２７号 072-965-3188

東大阪市 株式会社ニルス　大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３丁目６番２９号 06-6747-9061
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東大阪市 株式会社ＴＵＮ物流　本社営業所 大阪府東大阪市島之内２丁目９－３１ 072-965-5808

東大阪市 株式会社日東フルライン　東大阪営業所 大阪府東大阪市菱江２－７－１ 06-6539-0211

東大阪市 西田運送株式会社　本社 大阪府東大阪市宝町３番１１号 072-981-5287

東大阪市 近藤倉庫運輸株式会社　本店 大阪府東大阪市角田１－８－１１ 072-961-4607

東大阪市 飛騨運輸株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市楠根３－６５ 06-6745-1731

東大阪市 株式会社エイチアンドエム　本社営業所 大阪府東大阪市三島１丁目６番６号 072-924-8088

東大阪市 佐川急便株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市吉田下島１－１ 0570-01-0569

東大阪市 株式会社片岡急配　本社 大阪府東大阪市高井田元町２－２９－１６ 06-6781-1844

東大阪市 シナノライン株式会社　大阪 大阪府東大阪市水走３－９－１６ 072-963-3841

東大阪市 信和運輸倉庫株式会社　本社 大阪府東大阪市新庄東４番３１号 06-6747-8282

東大阪市 布施運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市御厨中２－１－３２ 06-6782-0056

東大阪市 株式会社パワーウェイブ　本社営業所 大阪府東大阪市川中６－３０ 072-966-6633

東大阪市 梅田運輸倉庫株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市高井田中１－２－２２ 070-1441-7023

東大阪市 株式会社優輪商事　本社営業所 大阪府東大阪市高井田西４丁目５番１８号 06-6224-3244

東大阪市 株式会社ＹＴＲ　本社営業所 大阪府東大阪市水走１－１０－１０ 072-967-2902

東大阪市 和束運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市西石切町四丁目５８９－１ 072-980-8067

東大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄一丁目１５番３５号 06-6748-7851

東大阪市 池田産業株式会社　本社 大阪府東大阪市水走５－４－７ 072-966-5825

東大阪市 株式会社ノースライナー　大阪事業所 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目７番４８号 0729-40-7700

東大阪市 株式会社プラスライントランスポート　本社営業所 大阪府東大阪市島之内１丁目６番１５号 072-966-0157

東大阪市 有限会社ユニックジャパン　本社
大阪府東大阪市岩田町３丁目４番３号　福井マンション３

０１号
06-6728-7210

東大阪市 平和運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納４丁目１０－２ 072-960-7728

東大阪市 日本図書輸送株式会社　関西営業所 大阪府東大阪市長田東２丁目１番２９号 06-6746-5383

東大阪市 市川運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市川中２－７ 072-961-4543

東大阪市 協伸運輸株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市水走４－１－３ 0729-65-2996

東大阪市 株式会社ジャスト　本社営業所 大阪府東大阪市楠根２丁目６番３０号 06-6747-3338

東大阪市 株式会社オプラスウエスト　本社営業所 大阪府東大阪市吉田下島１４－１２ 072-800-8841

東大阪市 株式会社ナワショウ　中石切第一倉庫営業所 大阪府東大阪市中石切町７－２－５ 072-980-7084

東大阪市 有限会社徳運送店　本社営業所 大阪府東大阪市末広町１０－１６ 072-985-9733

東大阪市 末廣運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市吉田本町３－６－６ 072-962-8788

東大阪市 ヤマヨ運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市小若江３－１５－１４ 06-6722-6866

東大阪市 株式会社シード　本社営業所 大阪府東大阪市長田東３丁目１番３号 06-6748-9200
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東大阪市 株式会社タイコウ物流　東大阪営業所 大阪府東大阪市水走５－５－１５ 072-968-0313

東大阪市 岡山県貨物運送株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１－４－９０ 06-6747-6411

東大阪市 宇和島自動車運送株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１－４－９０ 06-6747-5571

東大阪市 東洋テック株式会社　東大阪センター 大阪府東大阪市西堤本通西２丁目４番１４号 06-6743-6273

東大阪市 瓢箪山運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市若草町５－１０ 072-987-1155

東大阪市 新潟運輸株式会社　大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１番４３号 06-6747-5162

東大阪市 株式会社樋口物流サービス　本社営業所 大阪府東大阪市本庄１丁目１２番１０号 072-966-4010

東大阪市 株式会社サン・エキスプレス　大阪営業所 大阪府東大阪市岸田堂西２－１１－２１ 06-6736-0251

東大阪市 トナン輸送株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市東鴻池町２丁目３－２７ 072-968-2311

東大阪市 横山運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市高井田中２－５－３３ 06-6783-0680

東大阪市 株式会社ロジネクス　大阪営業所 大阪府東大阪市吉田本町１丁目１０－１ 072-920-4681

東大阪市 大阪三興物流株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市菱江２丁目１６番１号 072-943-3506

藤井寺市 大阪急送株式会社　本社営業所 大阪府藤井寺市惣社１－１０－１０ 072-939-7272

柏原市 明光運輸株式会社　本社 大阪府柏原市法善寺３－５２６－１ 072-971-2215

柏原市 吉田海運株式会社　大阪営業所 大阪府柏原市玉手町２３番５号ドリーム松村４０６号 072-977-5565

柏原市 長尾産業株式会社　柏原営業所 大阪府柏原市石川町２－２２ 072-977-3851

八尾市 株式会社ニッソー　本社 大阪府八尾市太田７丁目４３番地、４４番地 072-920-5771

八尾市 ドーシンキャピタル株式会社　本社営業所 大阪府八尾市北久宝寺３丁目１番１３号 072-990-2338

八尾市 中馬運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市高美町１－４－３７ 072-922-3571

八尾市 日本商運株式会社　本社 大阪府八尾市青山町１丁目６番５号 072-992-9767

八尾市 植村運送株式会社　本社 大阪府八尾市安中町６丁目１番１１号 072-922-5246

八尾市 株式会社カントラロジ　八尾営業所 大阪府八尾市南亀井町４丁目４番２４号 072-923-6533

八尾市 ヤマト運輸株式会社　八尾宮町営業所 大阪府八尾市宮町３丁目４番７４号 080-6699-5449

八尾市 株式会社サカイ引越センター　八尾支社 大阪府八尾市太田４－１４－１ 072-949-5141

八尾市 角野運輸商事株式会社　本社営業所 大阪府八尾市老原七丁目８８番地１ 072-940-1288

八尾市 株式会社大有　八尾営業所 大阪府八尾市福万寺町南４丁目１８－４ 072-999-5304

八尾市 有限会社トップラインサービス　本社営業所 大阪府八尾市垣内４丁目４番地の２９ 072-940-5522

八尾市 株式会社大島商事　本社営業所 大阪府八尾市弓削町１－６６ 072-941-2055

八尾市 マンナ運輸株式会社　大阪営業所 大阪府八尾市太田新町２丁目９６番地 072-949-0093

八尾市 河内運送株式会社　本社 大阪府八尾市老原１－１００ 072-991-5050

八尾市 飯田物流株式会社　本社営業所 大阪府八尾市陽光園１－１－２２ 072-923-6081

八尾市 ラニイ福井貨物株式会社　東大阪支店 大阪府八尾市西高安町４丁目５７－１ 072-990-4755

富田林市 南大阪センコー運輸整備株式会社　富田林営業所 大阪府富田林市錦織東１丁目２番２号 072-291-6110
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富田林市 株式会社アクティブ　大阪営業所 大阪府富田林市喜志町５丁目８－１４－４０１ 0721-26-7001

富田林市 東信梱包株式会社　大阪 大阪府富田林市若松町東２丁目８－１ 0721-68-7588

富田林市 東信梱包株式会社　本社 大阪府富田林市若松町東２－２－１０ 0721-24-5995

富田林市 佐川急便株式会社　富田林営業所 大阪府富田林市中野町東１丁目４－２２ 0570-01-0174

豊中市 木下配送システム株式会社　本社 大阪府豊中市大黒町２－１－２ 06-6331-0143

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中中央営業所 大阪府豊中市北条町４丁目１９４３－４，１９４４－５ 080-5098-3882

豊中市 近畿紙輸送株式会社　大阪営業所 大阪府豊中市名神口３丁目８番１５号 06-6335-5511

豊中市 株式会社ＡＭＳ　豊中支店 大阪府豊中市島江町２丁目２５番２８号 06-6335-0107

豊中市 株式会社テイソウ物流サービス　大阪営業所 大阪府豊中市庄内栄町四丁目２１－４０ 06-6333-1717

豊中市 ＴＳネットワーク株式会社　大阪支店 大阪府豊中市箕輪３－７－１０ 06-6844-3451

豊中市 株式会社クーバルＣ３　　豊中第三営業所 大阪府豊中市原田南２－２－１３ 06-6868-8004

豊中市 アート引越センター株式会社　吹田支店 大阪府豊中市上新田２丁目１３番１５号 06-6835-0123

豊中市 タナカ物流株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市上津島３丁目１０番３号 06-6867-5180

豊中市 株式会社エースコーポレーション　本社営業所 大阪府豊中市勝部１－８－２ 06-6841-0254

豊中市 福山通運株式会社　豊中支店 大阪府豊中市箕輪３丁目４０番３ 06-6848-2920

豊中市 西濃運輸株式会社　豊中支店 大阪府豊中市名神口１－６２－１ 06-4802-3014

枚方市 ドゥベスト株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市春日北町２－３３－１ 072-808-3477

枚方市 株式会社日東フルライン　枚方営業所 大阪府枚方市招提田近２－１－５ 06-6539-0211

枚方市 ジャパンフーズ物流株式会社　関西 大阪府枚方市招提田近２丁目３－７ 072-867-3722

枚方市 大浜運輸株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市高野道２丁目３３４５番１７の２ 072-894-8346

枚方市 株式会社公益社　　枚方 大阪府枚方市山之上東町１－１ 072-846-8011

枚方市 浅田運輸有限会社　本社営業所 大阪府枚方市堂山２－８－１ 072-840-1538

枚方市 株式会社宮田運輸　共配事業所 大阪府枚方市春日西町１丁目１０番１号 072-859-5505

枚方市 株式会社宮田運輸　枚方事業所 大阪府枚方市春日野１丁目１１番１０号 072-859-8253

枚方市 佐川急便株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市招提田近１－１０－４ 0570-01-0173

枚方市 大徳運輸株式会社　大阪営業所 大阪府枚方市招提田近１－８－５ 072-850-2160

枚方市 間口ランドサービス株式会社　北摂営業所 大阪府枚方市招提田近３丁目１１番 072-864-5251

枚方市 コムターズ物流株式会社　本社営業所 大阪府枚方市野村中町１１－１ 072-807-4860

枚方市 ヤマト運輸株式会社　枚方南営業所 大阪府枚方市村野西町２８４－１ 080-5045-1392

枚方市 福山通運株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市長尾荒阪２丁目４０３４－１、４０３２－１ 072-864-0292

枚方市 ＮＸトランスポート株式会社　京都支店 大阪府枚方市長尾峠町１－１０ 0774-94-6734

枚方市 高尾運輸興業株式会社　本社営業所 大阪府枚方市池之宮４－７－２１ 072-805-9111

枚方市 株式会社サカイ引越センター　枚方支社 大阪府枚方市招提元町４－３ 072-809-6633
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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）

箕面市 株式会社エリモロジスティクス　　箕面営業所 大阪府箕面市船場西２丁目２番１号 072-729-2261

箕面市 ヤマト運輸株式会社　箕面西営業所 大阪府箕面市石丸１－６７１－１ 080-5045-1348

箕面市 エービーカーゴ西日本株式会社　箕面営業所 大阪府箕面市石丸１－５－１ 072-710-1707

箕面市 有限会社エヌケー物流　本社営業所 大阪府箕面市粟生間谷西３丁目２３番１０号 072-729-8733

門真市 株式会社Ｋライン　大阪営業所 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号 072-397-1115

門真市 一期流運株式会社　本社営業所 大阪府門真市三ツ島５丁目１５番４号 072-882-1500

門真市 松昇株式会社　本社営業所 大阪府門真市島頭３丁目１１番１５号 072-884-0829

門真市 中川運送株式会社　本社 大阪府門真市南野口町４番３号 072-881-3007

門真市 大盛運送株式会社　本社 大阪府門真市南野口町４番３号 072-881-3007

門真市 大阪第一作業株式会社　本社 大阪府門真市三ツ島６丁目２０番２号 072-886-1223

門真市 日新冷凍運輸株式会社　大阪営業所 大阪府門真市北島東町１－７ 072-800-6240

門真市 互幸運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市江端町７－１０ 072-882-6851

門真市 有限会社協立運輸　本社営業所 大阪府門真市五月田町３５－２５ 072-885-9288

門真市 株式会社オーエス物流　門真営業所 大阪府門真市東田町１８番３号 06-6926-9926

門真市 ヤマト運輸株式会社　門真南営業所 大阪府門真市大字三ツ島６－２４－１１ 080-5045-1259

門真市 大阪北合同運送株式会社　本社営業所 大阪府門真市柳町２０番１０号 06-6909-2162

門真市 堺商運株式会社　本社営業所 大阪府門真市柳田町１３－１ 06-6909-5471

門真市 中廣運送株式会社　門真営業所 大阪府門真市四宮３丁目１番４０号 072-882-1050

門真市 大日運輸株式会社　門真営業所 大阪府門真市島頭３丁目７番３号 072-884-6111

門真市 眞鶴興業株式会社　本社営業所 大阪府門真市桑才新町４番１号 06-6900-5601

門真市 第一貨物株式会社　門真支店 大阪府門真市殿島町４－１ 06-6909-0380

門真市 山藤運送株式会社　門真営業所 大阪府門真市四宮４丁目２番２８号 072-887-1010

和泉市 株式会社和泉物流　本社 大阪府和泉市みずき台二丁目２４番３号 072-468-7100

和泉市 太伸興業株式会社　本社営業所 大阪府和泉市伯太町１丁目６－７ 0725-40-0881

和泉市 有限会社丸七運送　本社営業所 大阪府和泉市伏屋町３丁目２２－４４ 072-293-5533

和泉市 中川運輸有限会社　本社営業所 大阪府和泉市幸２丁目１番７号 0725-51-7030

和泉市 株式会社正栄物流　本社 大阪府和泉市テクノステージ３丁目１０番３号 0725-53-5691

泉北郡 有限会社マルゲンビジネス　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目１４番１３号 0725-54-9066

泉北郡 有限会社山本運送店　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３－３－３７ 0725-22-1446

泉北郡 エスワイ物流株式会社　本社 大阪府泉北郡忠岡町新浜二丁目２番２０号 072-436-3200

泉北郡 有限会社堀運輸　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町北出３－１－３５ 0725-32-2506

泉南郡 鶴運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉南郡熊取町朝代東２－１－１６ 072-452-8525

南河内郡 株式会社西條商事　河南営業所 大阪府南河内郡河南町大ヶ塚１８１番地１号の２ 0721-90-2100
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