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たつの市 株式会社ロジリキッドエキスパート　姫路支店 兵庫県たつの市揖西町土師１丁目９番地 0791-66-2990

たつの市 株式会社ロジネクス　姫路支店 兵庫県たつの市揖西町土師１丁目９番地 0791-66-1401

たつの市 日東運輸株式会社　龍野営業所 兵庫県たつの市揖西町土師２丁目５０番地 0791-66-3050

たつの市 常磐運輸株式会社　本社 兵庫県たつの市新宮町新宮字元町１０６８－３４ 0791-75-3883

たつの市 福山通運株式会社　龍野営業所
兵庫県たつの市揖西町小畑字亀ケ坪１０６－１，１０６

－５・土師字梶ケ谷９８２－８
0791-66-1222

たつの市 株式会社龍野塩回送店　本社営業所 兵庫県たつの市揖西町小畑字亀ヶ坪９５－２ 0791-66-2255

たつの市 株式会社ＩＳＣ　本社営業所 兵庫県たつの市揖西町土師１丁目１０４番地 0791-64-8670

たつの市 株式会社三洋運輸　本社営業所 兵庫県たつの市揖西町龍子４２１－３１ 0791-66-2668

たつの市 龍野運送株式会社　龍野営業所 兵庫県たつの市龍野町片山４７７－１ 0791-63-9896

たつの市 信栄運輸株式会社　龍野営業所 兵庫県たつの市龍野町大道字大町９５－３ 0791-62-2339

伊丹市 丸徳運輸株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市桑津１丁目２９６－４ 072-782-4840

伊丹市 阪神特殊自動車株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市瑞原１－２５、２７ 072-777-3121

伊丹市 株式会社ジャパンウエストトラフィック　兵庫営業所 兵庫県伊丹市荻野８－１６ 072-778-4848

伊丹市 株式会社中国トラック　阪神営業所 兵庫県伊丹市荒牧３丁目１８－４ 072-775-0191

伊丹市 株式会社トータルテクノサービス　伊丹 兵庫県伊丹市寺本一丁目１５０（１Ｆ） 072-768-7017

伊丹市 中村運送サービス有限会社　本社営業所 兵庫県伊丹市寺本東１丁目５番５号 072-777-6039

伊丹市 ウイングエキスプレス株式会社　本社 兵庫県伊丹市荒牧１－１－４ 072-771-8828

伊丹市 森脇運送株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市北伊丹７丁目６９番地１ 072-782-3395

伊丹市 北港運輸株式会社　伊丹支店 兵庫県伊丹市昆陽北１－１－１ 072-781-3314

加古川市 ワールドライン株式会社　本社営業所 兵庫県加古川市志方町上冨木７９２－１ 079-453-1512

加古川市 八大運輸株式会社　加古川 兵庫県加古川市別府町西町５８－１ 079-435-1888

加古川市 株式会社東灘カーゴ　加古川営業所 兵庫県加古川市加古川町美乃利字羽坂３５９番１ 079-425-8001

加古川市 株式会社三和総業　加古川営業所 兵庫県加古川市尾上町池田１８７７－１ 079-421-3167

加古川市 株式会社Ｋａｎａｅ　Ｌｉｎｅ　本社営業所 兵庫県加古川市西神吉町鼎８４８ 079-431-4916

加古川市 木下物流有限会社　本社営業所 兵庫県加古川市別府町西脇２丁目６番地 079-435-1623

加古川市 姫路合同貨物自動車株式会社　ニッケ配送センター 兵庫県加古川市米田町船頭４４０番地 079-432-8398

加古川市 有限会社スクラム　本社営業所 兵庫県加古川市八幡町野村８４番地の１ 079-438-5452

加古川市 ヤマト運輸株式会社　加古川営業所 兵庫県加古川市野口町良野字中地９６７ 080-6609-1280

加西市 株式会社ケーライン　本社営業所 兵庫県加西市繁昌町字南ノ岡乙８番地の３ 0790-49-9100

加西市 勇和運輸株式会社　北条営業所 兵庫県加西市北条町北条５５８番地５ 0790-47-2100

加西市 阪神トランスポート株式会社　加西営業所 兵庫県加西市網引町字丸山２００１番４０ 0790-49-9550

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（兵庫県）
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加西市 株式会社佐幸物流　本社営業所 兵庫県加西市北条町東南２０６番地１２ 0790-43-1125

加西市 小路運輸株式会社　本社営業所 兵庫県加西市東剣坂町４０６－１ 0790-46-1686

加西市 西濃運輸株式会社　加西支店 兵庫県加西市繁昌町字小谷ノ上乙３４１ 0790-49-2288

加西市 福山通運株式会社　加西支店 兵庫県加西市繁昌町字新池尻乙２３２ 0790-49-2211

加東市 近畿紙輸送株式会社　本社営業所 兵庫県加東市長貞１４０８－１ 0795-47-0678

加東市 もりか運送株式会社　東条営業所 兵庫県加東市南山６丁目５番地７号 0795-40-7500

高砂市 鴻池運輸株式会社　高砂営業所 兵庫県高砂市荒井町新浜２－２－１ 079-444-2920

高砂市 小林流通株式会社　関西営業所 兵庫県高砂市高須２１９０－２４、２１９０－３６ 079-446-8187

高砂市 株式会社メイカ　本社 兵庫県高砂市荒井町新浜２丁目１５番２５号 079-442-3566

高砂市 柳田運輸株式会社　高砂営業所 兵庫県高砂市高砂町字向島町１４７４－２３ 079-443-4365

高砂市 株式会社日笠運送　本社営業所 兵庫県高砂市曽根町１７７７ 079-447-1668

三田市 大阪西部運輸株式会社　神戸三田支店 兵庫県三田市弥生が丘４丁目３３番１ 079-565-5055

三田市 株式会社大阪西物流　神戸北営業所 兵庫県三田市南ヶ丘２丁目３－４ 078-983-5920

三田市 姫路合同貨物自動車株式会社　三田営業所 兵庫県三田市中内神字蛇谷９４８－８ 079-567-6260

三田市 レンゴーロジスティクス株式会社　三田営業所 兵庫県三田市テクノパーク１９－１ 079-568-5090

三木市 三代サービス株式会社　三木営業所 兵庫県三木市細川町脇川４３３－１０ 070-2286-8530

三木市 有限会社ハマショウトランスポート　兵庫営業所 兵庫県三木市大塚２４２番地３０１号室 0794-81-1580

宍粟市 有限会社丸福物流サービス　本社 兵庫県宍粟市山崎町川戸１８４１番地 0790-64-1250

小野市 三平運送株式会社　本社営業所 兵庫県小野市高田町字怱山１８３６－１３７ 0794-63-1123

神戸市 株式会社東伸商會　本社 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目７番６号 078-857-0338

神戸市 株式会社富士エコー　関西センター 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２丁目５番地２ 078-857-1661

神戸市 日本安全警備株式会社　業務部 兵庫県神戸市中央区京町７１番地 078-391-1101

神戸市 株式会社久松運輸　神戸支社 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４４ 078-412-9111

神戸市 株式会社関西丸和ロジスティクス　近畿ＭＤ事業所 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭２－４ 078-414-8507

神戸市 東洋テック株式会社　神戸営業所
兵庫県神戸市東灘区本山南町８丁目６番２６号東神戸セ

ンタービルＷＥＳＴ棟６階ＳＢ－２号室
078-414-8459

神戸市 株式会社日東フルライン　灘営業所 兵庫県神戸市灘区灘浜町１－２ 06-6539-0211

神戸市 福山通運株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－１ 078-794-5566

神戸市 杉村運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭　（株）杉村倉庫内 078-806-8820

神戸市 ＴＳネットワーク株式会社　神戸流通センター 兵庫県神戸市中央区港島６－５－１ 078-302-0328

神戸市 大友ロジスティクスサービス株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１７－３ 078-998-1051

神戸市 神港通運株式会社　六甲営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３－８ 078-857-5031

神戸市 井住運送株式会社　神戸海上コンテナー 兵庫県神戸市中央区港島１－６－１ 078-302-2111
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神戸市 上野輸送株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市長田区浪松町６ー３ 078-734-6277

神戸市 有限会社アイテック物流　神戸営業所 兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目９番７および９番８ 078-995-7601

神戸市 大栄環境株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目２番地の３ 078-857-5163

神戸市 有限会社曽木運送店　本社営業所 兵庫県神戸市灘区原田通３丁目３番２７号 078-861-6778

神戸市 株式会社桜ノ宮興起　海上コンテナ事業部 兵庫県神戸市中央区港島中町１丁目２番地１５ 078-302-0558

神戸市 神姫逓送株式会社　神戸 兵庫県神戸市中央区小野浜町３番１０ 078-325-1053

神戸市 柳田運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区高松町５１－１ 078-686-0131

神戸市 有限会社廣垣急送　本社 兵庫県神戸市灘区都通５－４－３ 078-861-3487

神戸市 飛騨運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区上新地３丁目９－４ 078-967-6006

神戸市 浪速運送株式会社　神戸 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目１３－１ 078-797-8728

神戸市 エース総合運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区築地町２３番１ 078-335-8056

神戸市 株式会社武蔵野ロジスティクス　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５０ 078-200-5490

神戸市 ＯＳＯ株式会社　神戸営業所
兵庫県神戸市須磨区弥栄台４－１－１福山通運（株）神

戸支店３Ｆ
078-794-2760

神戸市 イズミ物流株式会社　神戸営業所
兵庫県神戸市西区北別府４丁目１４－１２　ブルーハイ

ツ北別府１０１
078-995-8533

神戸市 株式会社ＬＮＪ神戸　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３４－１ 078-435-1661

神戸市 ミナト物流株式会社　明石営業所 兵庫県神戸市西区池上４丁目２６番１５号 078-916-1750

神戸市 ミナト物流株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－１５－２　地内 078-857-3618

神戸市 株式会社近畿道路資材　神戸西事業所 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷字従弟谷７２３番１１ 078-991-9339

神戸市 ウエストアクティブトランスポート株式会社　本社営業 兵庫県神戸市西区神出町宝勢１４１０番地の１ 078-965-2828

神戸市 ウエストアクティブトランスポート株式会社　玉津 兵庫県神戸市西区平野町下村２４８番地 078-965-2828

神戸市 新熊本産業株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島６－１ 080-7985-4366

神戸市 株式会社西日本ロジスティクス　神戸 兵庫県神戸市西区高塚台４丁目３－１０ 078-962-5396

神戸市 大伸通商株式会社　本社 兵庫県神戸市西区井吹台東町７丁目５番４ 078-990-3980

神戸市 丸仲運送株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９番地 078-821-3660

神戸市 日本郵便輸送株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通４－１－７ 078-575-6866

神戸市 株式会社ラインアップ　神戸営業所 兵庫県神戸市西区玉津町今津１６９－１－３０８号室 078-381-7751

神戸市 三喜産業株式会社　六甲アイランド事業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２丁目１番 078-857-0555

神戸市 丸全トランスポート株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２８ 078-441-2201

神戸市 株式会社京神運輸倉庫　六甲 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－３ 078-891-3523

神戸市 明雪運輸株式会社　フローズン共配神戸センター 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３８ 078-441-5532

神戸市 株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店　神戸 兵庫県神戸市東灘区向洋町西３丁目１－８ 078-846-1751
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神戸市 株式会社上組　港運事業本部 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号 078-271-5146

神戸市 愛知ミタカ運輸株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市西区高塚台４丁目３番地１０ 078-990-0277

神戸市 株式会社大運　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３ 078-857-0343

神戸市 もりか運送株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１－１０－６ 078-794-4751

神戸市 株式会社兵庫高速運輸　神戸営業所 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１番地 078-801-2944

神戸市 有限会社山一運送　本社営業所 兵庫県神戸市兵庫区吉田町３－７－２８ 078-652-2505

神戸市 株式会社松原組運送　本社営業所 兵庫県神戸市中央区南本町通２－３－１２ 078-221-7745

神戸市 福山エクスプレス株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目１－１ 078-794-2921

神戸市 株式会社上組　重量エネルギー輸送事業本部 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号 078-271-5133

神戸市 瀬戸内陸運株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目９番地の２ 078-998-1155

神戸市 株式会社上組　神戸支店 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号 078-271-5173

神戸市 有限会社ＭＴＳ　東灘営業所 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目１０－７ 078-822-3621

神戸市 ジェイカス株式会社　東神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２番２ 078-412-1680

神戸市 株式会社Ｐ－１トランスポート　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２９－９ 078-413-9901

神戸市 エー・エス・トランスポート有限会社　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目１番３ 078-857-1101

神戸市 興隆産業株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区松原通五丁目１－１０ 078-652-3811

神戸市 池端商事有限会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番１ 078-304-5903

神戸市 東和通商株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町１１番９号 078-333-8081

神戸市 日本アルコール物流株式会社　新神戸営業所 兵庫県神戸市灘区灘浜町１番１号 078-861-7031

神戸市 株式会社大木産業　本社営業所 兵庫県神戸市西区森友１－６６ 078-928-2766

神戸市 愛知陸運株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１８ 078-441-2301

神戸市 姫路合同貨物自動車株式会社　西神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目３番２ 078-791-3770

神戸市 株式会社東伸産業　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－３ 078-857-0365

神戸市 福山通運株式会社　神戸三田支店 兵庫県神戸市北区赤松台１丁目４番２号 078-986-2920

神戸市 株式会社サカイ引越センター　神戸東支社 兵庫県神戸市兵庫区芦原通１－２－１８ 078-652-1151

神戸市 株式会社ＳＫＬＯＧＩ　本社 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１－１ 078-303-2404

神戸市 神戸物流株式会社　本社 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１－１ 078-303-7061

神戸市 有限会社原田急送　本社営業所 兵庫県神戸市西区大津和２丁目４番地の１００ 078-911-0056

神戸市 株式会社カーゴサービス　本社営業所 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１－１ 078-306-1311

神戸市 株式会社エスワイプロモーション　神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３１ 078-451-1971

神戸市 佐川急便株式会社　西神戸営業所 兵庫県神戸市長田区苅藻島町１－１－６１ 0570-01-0729

神戸市 福山通運株式会社　神戸東支店 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２６－１ 078-451-2000

神戸市 キャリーサービス株式会社　中央営業所 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１番地１ 078-304-0107
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神戸市 株式会社カシックス　神戸店 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１－１７－５ 078-651-7181

神戸市 和光運輸株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市長田区苅藻島町２丁目－１－８ 078-651-2020

神戸市 神戸和光株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市長田区苅藻島町２－１－８ 078-651-5030

神戸市 株式会社サカイ引越センター　神戸支社 兵庫県神戸市兵庫区芦原通１丁目２番１６号 078-652-1141

神戸市 ヤマト運輸株式会社　神戸長田営業所 兵庫県神戸市長田区長楽町７－１－１ 078-733-5637

神戸市 菱倉運輸株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－７ 078-858-0380

神戸市 西濃運輸株式会社　西神戸支店 兵庫県神戸市長田区苅藻島町１－１－２６ 078-681-1021

神戸市 ケーエルサービス西日本株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市北区赤松台２－１－１ 078-907-5296

神戸市 新潟運輸株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市東灘区御影塚町３丁目４番７号 078-841-2641

神戸市 日本通運株式会社　神戸国内航空貨物センター 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２８ 078-453-9660

神戸市 松本運送株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１－１０－７ 078-822-3621

神戸市 日本通運株式会社　神戸警送事業所　神戸センター 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２番４０号 078-681-4510

神戸市 有限会社三和　本社営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４－３ 078-857-0368

西宮市 山義運輸株式会社　西宮 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目１１番地 078-904-4701

西宮市 神戸商運株式会社　西宮北 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目３４番地 078-903-1361

西宮市 尼神運輸株式会社　本社 兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目７－６ 0798-44-0126

西宮市 株式会社ジャパンカーゴ　西宮営業所 兵庫県西宮市西宮浜３－１１－５ 0798-38-6907

西宮市 株式会社クーバルＣ３　　西宮営業所 兵庫県西宮市山口町上山口字上芦原７８番２ 070-6946-1842

西宮市 株式会社流通サービス　西宮北輸送営業所 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター２－２ 078-903-2419

西宮市 株式会社ニッコー物流　西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜３丁目９番１４号 090-1137-2611

西宮市 株式会社コープムービング　鳴尾営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜３－１０－１ 0798-43-1888

西宮市 株式会社ジーウエスト　鳴尾浜営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目５番地 0798-44-5302

西宮市 アート引越センター株式会社　神戸北支店 兵庫県西宮市山口町上山口２丁目１８－３１ 078-907-3535

西宮市 株式会社西宮髙速運輸　本社 兵庫県西宮市西宮浜２－１８－１ 0798-35-2212

西宮市 ヤマトマルチチャーター株式会社　兵庫 兵庫県西宮市山口町下山口丸山１６１５番１ 078-903-5980

西宮市 柳田運輸株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜２－１９ 0798-40-1004

西宮市 楠原輸送株式会社　大阪営業所 兵庫県西宮市西宮浜２－１－４ 0798-33-7121

西宮市 エービーカーゴ西日本株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市津門飯田町２－１１７ 0798-63-3747

西宮市 恩地製氷株式会社　西宮浜 兵庫県西宮市西宮浜２－３５－３ 0798-26-7708

西宮市 齋藤運送株式会社　本社営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜１－６－１８ 0798-43-1530

西宮市 株式会社サンキュウ・トランスポート・関西　神戸営業 兵庫県西宮市西宮浜２丁目３５－４ 0798-39-0395

西宮市 有限会社和宗運輸　本社営業所 兵庫県西宮市西宮浜２丁目５番地 0798-36-8516

西宮市 紙工サービス株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市西宮浜２－１０－１ 0798-33-3617
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西宮市 第一運輸作業株式会社　本社営業所 兵庫県西宮市西宮浜２丁目１１番地１ 0798-38-8160

西宮市 松下運輸株式会社　関西営業所 兵庫県西宮市山口町上山口２０１２番６ 078-904-1572

西脇市 株式会社ジェネシス　兵庫営業所 兵庫県西脇市黒田庄町石原２３６－１ 0795-25-5035

西脇市 株式会社千代田輸送　西脇 兵庫県西脇市上比延町字牛ノ首１４３５番地１ 0795-22-9168

西脇市 阪神センコー運輸株式会社　西脇営業所 兵庫県西脇市野村町８４５番地１ 0795-25-2327

西脇市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　西脇物流グループ 兵庫県西脇市和田町字上ノ垣内４８０－１ 0795-23-1552

赤穂市 岡山県貨物運送株式会社　赤穂営業所 兵庫県赤穂市中広字東沖１３５５－１ 0791-43-2756

川西市 株式会社向野商事　本社営業所 兵庫県川西市久代一丁目６番４号 072-758-1936

川西市 有限会社邦誠　本社営業所 兵庫県川西市出在家町３番３号 072-756-6558

川西市 西日本車輌運輸株式会社　大阪支店 兵庫県川西市東久代１－３３１－１０ 072-755-0571

川西市 トヨタ輸送株式会社　伊丹営業所 兵庫県川西市東久代１丁目３３７－１ 072-755-1701

相生市 有限会社舞子運送　相生営業所 兵庫県相生市竜泉町３９２番１ 0791-55-9610

丹波市 有輝運輸有限会社　本社 兵庫県丹波市山南町美和字和久５６２番地 0795-76-1711

丹波市 ふじもと運送有限会社　本社 兵庫県丹波市山南町岩屋字水井８５２－１ 0795-77-1300

丹波市 石見サービス株式会社　本社営業所 兵庫県丹波市柏原町拳田字タカシボラ１３６番地、他２ 0795-72-3111

丹波市 氷上物流株式会社　本社営業所 兵庫県丹波市氷上町氷上字六反田２３－１ 0795-82-3868

丹波市 三光運輸株式会社　氷上営業所 兵庫県丹波市氷上町石生字百々田２２９９－１ 0795-80-4530

丹波市 株式会社ジェイエヌ　本社営業所 兵庫県丹波市柏原町柏原字西山西２１５５番地１ 0795-72-1051

丹波市 日通氷上運輸株式会社　本社営業所 兵庫県丹波市春日町黒井５５６番地 0795-70-3580

丹波篠山市 多紀運送株式会社　本社営業所 兵庫県丹波篠山市波賀野４５番地１ 079-506-3377

丹波篠山市 株式会社ニッコー物流　本社営業所 兵庫県丹波篠山市今田町本荘６７８番地 079-597-3125

南あわじ市 淡路共正陸運株式会社　南あわじ営業所 兵庫県南あわじ市市小井４４７番１ 0799-42-6778

南あわじ市 株式会社日光總運　　本社 兵庫県南あわじ市福良丙７９５番地９５ 0799-52-1411

南あわじ市 マルショウ運輸株式会社　本社営業所 兵庫県南あわじ市榎列上幡多１３８３番地の７ 0799-42-0369

南あわじ市 株式会社長船回漕店　本社営業所 兵庫県南あわじ市福良乙６４－１ 0799-52-0025

尼崎市 丸一運送株式会社　尼崎 兵庫県尼崎市東海岸町１１番地 06-6409-0880

尼崎市 株式会社日東フルライン　尼崎営業所 兵庫県尼崎市南初島町１－１ 06-6539-0211

尼崎市 株式会社中川工業所　本社 兵庫県尼崎市東海岸町２３－２ 06-6409-0127

尼崎市 ダイセーエブリー二十四株式会社　尼崎センター 兵庫県尼崎市西向島町１５－６ 06-6430-5280

尼崎市 株式会社キサ運輸　本社 兵庫県尼崎市元浜町４－８８ 06-6412-2223

尼崎市 株式会社公益社　　尼崎 兵庫県尼崎市崇徳院３丁目３１番 06-6412-2224

尼崎市 ビューテック運輸株式会社　関西支社 兵庫県尼崎市西高洲町１６－３２ 06-6419-0220

尼崎市 トナミ運輸株式会社　尼崎支店 兵庫県尼崎市北初島町１８－３ 06-6488-8870
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尼崎市 株式会社ビッグフラッグ　本社営業所 兵庫県尼崎市大庄西町４丁目６番３３号 06-6412-2237

尼崎市 西濃運輸株式会社　尼崎支店 兵庫県尼崎市道意町７－１８ 06-4802-3028

尼崎市 ミナト物流株式会社　本社営業所 兵庫県尼崎市大浜町１丁目６０番地 06-6430-3710

尼崎市 キユーソーアレスト株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市西川１丁目３８番地 06-6470-3330

尼崎市 株式会社杉孝　尼崎営業所 兵庫県尼崎市平左衛門町２０番地 06-6430-2180

尼崎市 大和通商株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市潮江５丁目６番１０号 06-7661-4946

尼崎市 山村ロジスティクス株式会社　阪神運輸営業所 兵庫県尼崎市西向島町１５番１ 06-4869-7566

尼崎市 株式会社原岡運送店　本社 兵庫県尼崎市三反田町２丁目１８－２４ 06-6426-1212

尼崎市 ナニワ企業株式会社　本社 兵庫県尼崎市水堂町４－１３－１８ 06-6437-2279

尼崎市 テーエス運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市南塚口町四丁目３番２３号 06-6421-5666

尼崎市 本庄運送株式会社　尼崎 兵庫県尼崎市大庄中通２－８ 06-6416-1631

尼崎市 揖斐川工業運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市北初島町１８－２ 06-6488-8567

尼崎市 センコーエーラインアマノ株式会社　ＫＹＮ関西セン 兵庫県尼崎市大浜町１－１－１９ 06-6430-2021

尼崎市 花王ロジスティクス株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市大浜町２－３０ 06-4869-3604

尼崎市 第一貨物株式会社　尼崎支店 兵庫県尼崎市大高洲町５－５ 06-6409-1200

尼崎市 株式会社サカイ引越センター　尼崎支社 兵庫県尼崎市武庫町１－３２－２１ 06-6437-1141

姫路市 高砂重量建設株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区今在家１１０５－１ 079-449-3555

姫路市 有限会社鹿島高速運輸　姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区今在家１１０５－１ 079-449-3555

姫路市 大信物流輸送株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市広畑区鶴町１丁目８番 079-230-0388

姫路市 有坂運送株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾東町豊国字上川尻７３５－１ 079-253-0500

姫路市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　姫路支店 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中２丁目５８２ 079-247-2080

姫路市 株式会社引越家マック　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区下野田１丁目１２８番地 079-233-5233

姫路市 株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店姫路事 兵庫県姫路市木場前七反町１ 079-245-6522

姫路市 共和運輸工業株式会社　本社 兵庫県姫路市飾磨区城南町２－４４ 079-239-8181

姫路市 広畑運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区細江字浜万才１２９０－３ 079-234-8855

姫路市 大進運輸株式会社　本社 兵庫県姫路市四郷町見野字岸ノ上５１１－４ 079-253-7220

姫路市 日本郵便株式会社　姫路南郵便局 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９ 079-233-8201

姫路市 株式会社紘宇運輸　本社営業所 兵庫県姫路市広畑区長町１丁目１８番地の１ 079-236-7001

姫路市 株式会社東原運輸　本社営業所 兵庫県姫路市北原字才ノ神１８２－１ 079-280-6555

姫路市 信栄運輸株式会社　西営業所 兵庫県姫路市町坪字植出し５９３－１ 079-296-1117

姫路市 姫路合同貨物自動車株式会社　宅配姫路センター 兵庫県姫路市北原字平田５８４番１ 079-247-2500

姫路市 姫路合同貨物自動車株式会社　姫路中央営業所 兵庫県姫路市城東町清水６番地 079-223-3881

姫路市 株式会社アオツウ　本社営業所 兵庫県姫路市青山西２－７－１３ 079-266-8973
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姫路市 近物レックス株式会社　姫路支店 兵庫県姫路市飾磨区構字東飯田新田１０８３－１ 079-234-8665

姫路市 荒彦運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市大津区天神町２－８１－２ 079-236-0873

姫路市 河野トラック株式会社　本社 兵庫県姫路市白浜町丙１５２－１ 079-245-2811

姫路市 夢前急送株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市夢前町前之庄３０１６番地の１ 079-336-3348

姫路市 大黒物流株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市大津区真砂町１４ 079-236-1837

姫路市 株式会社サンキュウ・トランスポート・関西　姫路営業 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６４ 079-245-3381

姫路市 岡上運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市広畑区長町１－１８－１ 079-236-6611

姫路市 神姫逓送株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市城東町竹之門７２－１ 079-224-5121

姫路市 内田運輸有限会社　姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区今在家１１４４－２ 079-235-9780

姫路市 日本通運株式会社　姫路海運課 兵庫県姫路市飾磨区細江１２９１ 079-234-5511

姫路市 西濃運輸株式会社　姫路支店 兵庫県姫路市飾西７４８－７ 079-267-1881

姫路市 福栄運送有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市町坪字植出し５９３番１ 079-296-1102

姫路市 信栄運輸株式会社　南営業所 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿字乙鶴亀１５４１－１０ 079-245-3600

姫路市 株式会社サカイ引越センター　姫路支社 兵庫県姫路市北条永良町１３１０ 079-283-1141

姫路市 日伸運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区細江１２８７ 079-233-0861

宝塚市 ヤマト運輸株式会社　宝塚南営業所 兵庫県宝塚市口谷東３丁目９４番地１、９４番地２ 0797-82-0461

豊岡市 ヤマト運輸株式会社　豊岡北営業所 兵庫県豊岡市幸町５番６号 0796-24-1021

豊岡市 株式会社日高興産運輸　本社営業所 兵庫県豊岡市日高町久斗７５番地 0796-42-1193

豊岡市 日本通運株式会社　豊岡営業課 兵庫県豊岡市上佐野字池畑１６８０－５ 0796-22-5381

明石市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　明石営業所 兵庫県明石市大久保町西脇１５２ 090-9847-6524

明石市 日本通運株式会社　神戸警送事業所明石センター 兵庫県明石市大道町１－１２－１ 078-925-8005

明石市 有限会社垣内運送　本社 兵庫県明石市二見町南二見１－１３ 078-941-2111

養父市 株式会社ケイシン　　兵庫北営業所 兵庫県養父市八鹿町坂本字蔵谷２－１ 079-663-1133

養父市 三光運輸株式会社　但馬営業所 兵庫県養父市八鹿町宿南字中島２３７７ 079-662-3532

加古郡 株式会社武山回漕店　播磨営業所 兵庫県加古郡播磨町東野添２丁目８－２２ 078-942-2279

加古郡 神商株式会社　稲美営業所 兵庫県加古郡稲美町六分一１３５４－３－３ 0794-96-2251

加古郡 井阪運輸株式会社　播磨営業所 兵庫県加古郡稲美町加古字北新田東６６２－２ 079-492-7888

加古郡 日置運送株式会社　本社営業所 兵庫県加古郡播磨町新島６－２ 078-936-4566

加古郡 岡山県貨物運送株式会社　明石営業所 兵庫県加古郡稲美町野寺字東岡１７－１ 079-495-3881

佐用郡 株式会社宮本技建　本社 兵庫県佐用郡佐用町櫛田７２９番地 0790-88-0385

神崎郡 有限会社大島運送　本社 兵庫県神崎郡福崎町高橋４３－６ 0790-22-6330

神崎郡 姫路合同貨物自動車株式会社　姫路北営業所 兵庫県神崎郡福崎町高橋字山城１４－１０ 0790-22-0073

赤穂郡 株式会社太陽商会　上郡営業所 兵庫県赤穂郡上郡町山野里字釋加堂２７５１－３３ 0791-55-9931
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赤穂郡 上郡運送株式会社　本社営業所 兵庫県赤穂郡上郡町與井新１３２番地 0791-52-0102

多可郡 株式会社ロジックス近畿　兵庫八千代営業所 兵庫県多可郡多可町八千代区下野間字中ノ坪３５５－１ 0795-37-2288

美方郡 ヤマト運輸株式会社　北但馬営業所 兵庫県美方郡新温泉町対田字岡田２１５０ 0796-82-4874

揖保郡 岩谷運輸株式会社　本社営業所 兵庫県揖保郡太子町矢田部字書写田４０４－４ 0791-67-8967
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