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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
岐阜市 ヤマト運輸株式会社　茜部支店 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷１丁目１１５番４ 080-5044-5614

ヤマト運輸株式会社　山県支店 岐阜県岐阜市太郎丸中島３ 080-5044-5576

有限会社三往物流　本社営業所 岐阜県岐阜市一日市場１－１６ 058-295-6280

ヤマト運輸株式会社　岐阜芥見センター 岐阜県岐阜市岩田東１丁目１６６－１ 080-5451-8494

山栄物資運輸株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市溝口上４８－１ 058-229-7147

株式会社むつみ　本社営業所 岐阜県岐阜市黒野南３丁目７６番地 058-234-0503

日通岐阜運輸株式会社　本社事業所 岐阜県岐阜市今嶺４丁目９番２０号 058-245-3888

株式会社引越社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市今嶺四丁目１６番地８ 058-276-2626

トランコムＤＳ株式会社　岐阜西営業所 岐阜県岐阜市西河渡１丁目５５ 052-325-3007

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市蔵前２－１－１２ 058-245-2535

福山通運株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町高桑５丁目６６ 058-279-2622

西濃急送株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市柳津町本郷３－１４３ 058-388-1121

トナミ運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２－９－２ 058-279-1073

西濃運輸株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町流通センター３－１－１ 058-279-2222

ヤマト運輸株式会社　岐阜中央支店 岐阜県岐阜市領下３丁目３０番１ 080-5044-5550

株式会社グリーンサービス　岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田南五丁目２－２エクセレント２２１０３号室 058-273-4322

福山通運株式会社　岐阜流通センター 岐阜県岐阜市六条大溝４丁目４－５ 058-278-2922

恵那市 株式会社トランスワン　本社営業所 岐阜県恵那市大井町４０５番地５ 0573-22-9889

株式会社山本急行　本社営業所 岐阜県恵那市長島町永田３０７番地１３９ 0573-25-7770

佐川急便株式会社　恵那営業所 岐阜県恵那市長島町永田字城ヶ洞３０７－７０ 0573-25-1688

理化トランスポート株式会社　恵那営業所 岐阜県恵那市武並町新竹折８番地 0573-28-2977

ヤマト運輸株式会社　恵那支店 岐阜県恵那市長島町正家字後田１１１１－１ 080-5068-0733

大垣市 株式会社東液供給センター　大垣事業所 岐阜県大垣市荒川町６５８番地 0584-71-7161

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　西濃営業所 岐阜県大垣市上屋２－２９－１ 0584-89-1516

エフ・ケミック株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市青野町１１０６番地 0584-47-9591

中部興運株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市青野町字丸山１１０６ 0584-92-1278

清水商事有限会社　本社営業所 岐阜県大垣市草道島町字村中２７２－１ 0584-71-0862

ヤマト運輸株式会社　大垣支店 岐阜県大垣市築捨町３－８１ 080-5451-3684

有限会社西尾キャリー　本社 岐阜県大垣市長松町字綿丸１５－３ 0584-24-2533

福山通運株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市田口町８－１ 0584-78-0021

丸上運輸株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市南市橋町字御獄田１３４６ 0584-71-1270

揖斐川工業運輸株式会社　本社営業所 岐阜県大垣市波須２丁目２－１ 0584-81-4173

ヤマト運輸株式会社　安八センター 岐阜県大垣市墨俣町大字上宿字高島９９６番１、９９７番１ 080-5481-7643
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマト運輸株式会社　大垣久瀬川センター 岐阜県大垣市木戸町字万後２４８－１ 080-5044-5633

海津市 有限会社田島梱包　岐阜営業所 岐阜県海津市海津町馬目字道下４９５番地の１ 0584-53-2141

有限会社ＡＣＥＣＡＲＧＯＳＥＲＶＩＣＥ　本社営業所 岐阜県海津市海津町平原１２００ 0584-68-2850

有限会社海津運送　本社営業所 岐阜県海津市南濃町松山字石土場１８５－１ 0584-56-0468

株式会社ライトトランスポート　海津営業所 岐阜県海津市南濃町太田字出口８４１－２０ 0584-59-1035

丸正運送有限会社　本社営業所 岐阜県海津市南濃町津屋１５０３番地の１ 0584-57-2831

ヤマト運輸株式会社　海津支店 岐阜県海津市海津町平原字中沼５９４番地 080-5068-2307

各務原市 長良運輸株式会社　本社 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町１－１５－２ 058-383-1312

濃飛西濃運輸株式会社　各務原支店 岐阜県各務原市鵜沼朝日町１－２１１－１ 058-370-7211

名鉄急配株式会社　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２－９－４ 058-384-5711

山岡産輸株式会社　中部営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町２丁目１９番地１ 058-322-9201

ユニオン倉庫運輸株式会社　本社営業所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町５－２８６ 058-348-1462

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　各務原営業所 岐阜県各務原市各務山の前町２－３２７－３ 058-370-6331

株式会社ＴＤＣ　本社営業所 岐阜県各務原市小佐野町１丁目４６番地１ 058-322-2770

今村運輸倉庫有限会社　本社営業所 岐阜県各務原市前渡北町４－５０－１ 058-386-9066

ファーストシステムサービス株式会社　本社営業所 岐阜県各務原市那加巾下町１４番地の６ 058-389-9233

株式会社エスライン各務原　本社営業所 岐阜県各務原市那加東亜町５５－３ 058-382-2128

可児市 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　可児営業所 岐阜県可児市川合２６２０－１ 0574-62-3740

長野第一物流株式会社　岐阜営業所 岐阜県可児市川合字東野１６番地１ 0574-51-1515

高末急送株式会社　可児営業所 岐阜県可児市大森字奥洞９８９番地１ 0574-64-0198

御嵩運輸有限会社　本社営業所 岐阜県可児市土田１７９０ 0574-27-4540

日通多治見運輸株式会社　本社営業所 岐阜県可児市土田字往還北２５４６－９３ 0574-23-1080

ヤマト運輸株式会社　可児支店 岐阜県可児市徳野南２－５、１８ 080-5044-5781

郡上市 濃飛西濃運輸株式会社　郡上八幡営業所 岐阜県郡上市八幡町稲成カイツ田４２９－１２ 0575-67-1178

下呂市 東岐運輸株式会社　金山 岐阜県下呂市金山町戸部字船野４３５０－４２７ 0576-35-2101

ヤマト運輸株式会社　下呂支店 岐阜県下呂市小川１８３１－２ 0576-24-2484

濃飛西濃運輸株式会社　萩原営業所 岐阜県下呂市萩原町上呂字ヨロノ２１１３－１ 0576-54-1816

関市 桜井運輸株式会社　本社営業所 岐阜県関市山田字大栗１０６５－２ 0575-28-3890

株式会社アクア　関営業所 岐阜県関市倉知３２３８番地３ 0575-29-3010

福山通運株式会社　ぎふ関営業所 岐阜県関市倉知字東藤谷２９８５－１ 0575-21-2920

濃飛西濃運輸株式会社　関支店 岐阜県関市池田町２ 0575-22-7311

株式会社櫻井商事　本社営業所 岐阜県関市武芸川町宇多院２７３番地 0575-45-0045

高山市 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　飛騨流通センター 岐阜県高山市国府町三日町３７－１ 0577-72-5588

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　飛騨燃料センター 岐阜県高山市国府町上広瀬６３－１ 0577-72-2024

日本ルートサービス株式会社　高山営業所 岐阜県高山市松本町２０７番地３ 0577-37-0185
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
多治見市 株式会社ＦＲＩＥＮＤ’ｓ　本社営業所 岐阜県多治見市笠原町字向島２４５５番９４ 0572-20-2035

土岐市 有限会社ワンプラスワン　土岐営業所 岐阜県土岐市下石町字阿庄１１６番地６ 0572-58-1018

東海西濃運輸株式会社　岐阜東濃支店 岐阜県土岐市下石町字西山３０４－９１２ 0572-57-2255

有限会社共和運輸　本社営業所 岐阜県土岐市妻木町字仲田５３０番４の１ 0572-58-2875

株式会社啓和運輸　岐阜営業所 岐阜県土岐市鶴里町柿野２３２２－５７ 0572-52-3370

有限会社みなみ産業　土岐営業所 岐阜県土岐市鶴里町柿野３０４１番地１ 0572-52-3351

諸冨運送有限会社　土岐営業所 岐阜県土岐市肥田町肥田字諏訪平２７７１－１ 0572-55-1702

中津川市 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　東濃営業所 岐阜県中津川市茄子川１６４６－２７ 0573-68-3760

日通多治見運輸株式会社　中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川字中垣外１６４２－１０２ 0573-68-4585

株式会社イトー急行　中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川字中垣外１６８３－２８９ 0573-68-6881

中津貨物自動車株式会社　中津川営業所 岐阜県中津川市茄子川字中畑１１２－１１ 0573-78-1255

ＳＢＳフレックネット株式会社　美濃営業所運輸課 岐阜県中津川市駒場１９４４ 0573-67-7077

エス・ワールド株式会社　本社営業所 岐阜県中津川市駒場２４９０－４ 0573-66-0038

株式会社原セントラルエクスプレス　本社営業所 岐阜県中津川市駒場字西山２５６５番地６ 0573-62-2501

株式会社八和物流　本社営業所 岐阜県中津川市坂下５８６－２８ 0573-75-4146

株式会社トーリク　中津川営業所 岐阜県中津川市千旦林字馬見岩平２６４１－１ 0573-68-6797

有限会社ユニオン物流　本社営業所 岐阜県中津川市付知町２５０２番地４ 0573-82-4485

ヤマト運輸株式会社　中津川福岡センター 岐阜県中津川市福岡字野尻１１８７－１ 0573-76-3011

羽島市 ヤマト運輸株式会社　羽島支店 岐阜県羽島市江吉良町字村前２２４４・２２４５ 080-5044-5604

株式会社エバーエキスプレス　本社営業所 岐阜県羽島市江吉良町字鍵田２５５１ 058-397-1630

株式会社岐阜ロジック　本社営業所 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目７２番 058-201-7744

有限会社ニシカワ運輸　岐阜営業所 岐阜県羽島市上中町一色字柳下１００１番地１ 058-394-2370

株式会社ユーエスロジテック　本社営業所 岐阜県羽島市正木町須賀小松４０４番地 058-394-3166

瑞穂市 有限会社小島商事　岐阜西営業所 岐阜県瑞穂市稲里５２２―３ 0583-26-8852

株式会社サン急配　本社 岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２２ 058-327-2461

株式会社岐阜流通　本社営業所 岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２２，２３ 058-327-5311

ヤマト運輸株式会社　岐阜瑞穂支店 岐阜県瑞穂市別府字井場二ノ町１５７５－１ 080-5044-5675

株式会社ユーエムロジスティクス　本社営業所 岐阜県瑞穂市野田新田４０５３番地 058-322-5577

華南運輸株式会社　本社営業所 岐阜県瑞穂市野田新田字番屋口４０４１－７ 058-327-5507

瑞浪市 有限会社西商会　本社営業所 岐阜県瑞浪市日吉町６３３－１ 0572-64-2646

美濃加茂市 有限会社宮本運輸　本社営業所 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣１３７４－１３ 0574-28-4648

佐川急便株式会社　美濃加茂営業所 岐阜県美濃加茂市山之上町字池下１００７－１ 0574-27-1695

株式会社ブルーマックス　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬字伏木７５１番地２ 0574-42-6010

大西運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字粟瀬２７３５－１４２ 0574-25-8647

株式会社ＡＳＴＲＡ　岐阜営業所 岐阜県美濃加茂市牧野１００５番地１ 0574-27-1650
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
美濃市 北勢運送株式会社　美濃営業所 岐阜県美濃市大字楓台７２－３ 0575-31-0330

山県市 明倫運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県山県市高木字阿原１５０５－４ 0581-22-5365

有限会社高井重機　本社営業所 岐阜県山県市小倉２４３番地の２ 0581-36-3109

安八郡 株式会社ムロオ　岐阜センター 岐阜県安八郡安八町森部字南沼１７９０－１ 0584-63-0205

大阪高速乳配株式会社　岐阜営業所 岐阜県安八郡安八町大野字山起９３９－１ 0584-63-0137

ヤマト運輸株式会社　揖斐支店 岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１９２－２ 080-5044-5695

株式会社神戸運輸　本社営業所 岐阜県安八郡神戸町大字和泉字川中島２８２ー２ 0584-27-7459

揖斐郡 有限会社大窪運送店　本社営業所 岐阜県揖斐郡大野町大字上秋字田中前３６３ 0585-32-1108

東和運輸株式会社　池田営業所 岐阜県揖斐郡池田町願成寺字大門末３０－１ 0585-45-0803

有限会社南沙産業　本社営業所 岐阜県揖斐郡池田町杉野字北出１７－１ 0585-45-1017

セーフティーサービス株式会社　本社営業所 岐阜県揖斐郡池田町萩原字鐘鋳場８６４－１ 0585-45-0159

有限会社マルヨシ梱包　本社営業所 岐阜県揖斐郡池田町片山字塚田５０ 0585-45-7856

可児郡 有限会社神栄商事　本社営業所 岐阜県可児郡御嵩町美佐野字木屋洞２７１３－１ 0574-67-1648

加茂郡 株式会社鈴木商事　加茂営業所 岐阜県加茂郡川辺町下川辺１１９７－１ 0574-53-6481

ヤマト運輸株式会社　美濃白川センター 岐阜県加茂郡白川町三川字下馬場２０２３番１，２０２４番２，２０２４番３ 080-5481-7644

羽島郡 株式会社ゼロワン　本社営業所 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮１１７３番地１ 058-372-3911

株式会社ジェイトップ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町米野字高瀬６３４番１ 058-387-6077

ブルースカイロジスティクス株式会社　岐阜 岐阜県羽島郡岐南町みやまち１丁目１３９番地（２階） 052-412-3235

有限会社タチバナ急送　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田２丁目１７０番地 058-277-8086

城南運輸株式会社　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋２－１８０ 058-245-2050

シグマロジスティクス株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１７番地 090-8118-4306

名鉄急配株式会社　岐阜西営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋９丁目１番地 058-214-4090

株式会社日之出運輸　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成５丁目３８番地 058-249-2511

不破郡 株式会社大慶運輸　関ケ原営業所 岐阜県不破郡関ケ原町大字山中字登里６１４－４ 0584-43-1300

ヤマト運輸株式会社　関ヶ原支店 岐阜県不破郡垂井町字御所野１４１０－１ 080-5044-5655

本巣郡 有限会社大野園芸　本社営業所 岐阜県本巣郡北方町高屋１１０５－１ 058-324-7774

有限会社野村重機　本社営業所 岐阜県本巣郡北方町高屋白木３－１１２－２ 058-324-0850

ヤマト運輸株式会社　本巣北方センター 岐阜県本巣郡北方町北方字〆之宮１２４番地１ 080-5068-0853

養老郡 池田興業株式会社　岐阜支店 岐阜県養老郡養老町大字船附字大割田１５３５－１ 0584-35-2721

南濃運輸株式会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町飯田字小深田１３５０－１０ 0584-34-1177
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