
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
名古屋市 宮崎運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区いろは町２－８－２ 052-652-1335

新東海株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区いろは町３丁目３番１ 052-659-1370

ヤマリク株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区稲永２丁目９０１番地 052-384-7313

ロジテック株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区河口町２０５ 052-654-4975

日比野運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区丸池町２－２３ 052-652-6531

大洋陸運株式会社　空見営業所 愛知県名古屋市港区空見町１－２ 052-651-5521

名豊興運株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区空見町１－６ 052-304-7377

株式会社アイソネットライン　名古屋南出張所 愛知県名古屋市港区空見町１－６ 052-304-9790

名鉄急配株式会社　名古屋港営業所 愛知県名古屋市港区砂美町１５１番地 052-654-8331

有限会社明成運輸　本社営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－２９４ 052-381-6538

揖斐川工業運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－３０３－５ 052-381-5171

愛知鋼業株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２－３５３ 052-382-7771

九條運送株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１７２ 052-382-5871

株式会社丸二運送　南陽営業所 愛知県名古屋市港区春田野１－１８０１ 052-301-1665

金川運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区船見町４地先 052-612-3092

中京道路管理株式会社　藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前三丁目７０３番地 052-309-3871

有限会社タック　港営業所 愛知県名古屋市港区小碓１丁目４２９ 052-821-2417

新日本物流株式会社　名古屋事業所 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５丁目１２－１みそらぎハイツＢ 052-355-6831

株式会社トーショー　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区千年３－１－２２ 052-652-0800

株式会社新宮運送　名古屋 愛知県名古屋市港区船見町４番地１地先 052-612-8135

日陸物流株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区船見町４番地先 052-619-3075

橋元工業株式会社　大江営業所 愛知県名古屋市港区大江町１３－１１ 052-612-2544

ケーラインサービス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区築三町三丁目８番地 052-389-5670

王子陸運株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区築地町１０ 052-659-6616

株式会社東液供給センター　名港事業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７－４６ 052-614-3221

株式会社六洋社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見町３７－８２ 052-612-0337

大和物流株式会社　名港支店 愛知県名古屋市港区潮凪町１－３ 052-389-1211

東海ＹＭトランス株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮凪町６３番地 052-384-2441

ウェルポート株式会社　名古屋港 愛知県名古屋市港区藤前１丁目１１２１番 052-304-2224

ファーストカーゴ株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前１丁目６２０番地 052-304-9367

興和運輸株式会社　藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前３－６０８ 052-303-0555

日嶺産業株式会社　藤前営業所 愛知県名古屋市港区藤前３－７０６ 052-309-7251
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

株式会社フェイスフリー　本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前４丁目９０６番地、９０７番地、９０８番地 052-302-3922

トナミ運輸株式会社　港支店 愛知県名古屋市港区藤前５－４０１－９ 052-303-6411

株式会社名古屋サンギ　本社営業所 愛知県名古屋市港区藤前５－５３０ 052-309-3580

大日運輸株式会社　本社 愛知県名古屋市港区入場２－２００２ 052-382-6886

岩田運輸株式会社　港営業所 愛知県名古屋市港区品川町１丁目１９番地 052-652-0205

日本ロジテム株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市港区宝神１－２２７ 052-389-1025

有限会社クリヤー梱包　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神１丁目２１ 052-304-8955

株式会社ファントランスポート　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神５－３４０６ 052-387-6581

牧野運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市港区宝神５丁目２７０８ 052-382-1865

東海運株式会社　中部事業部 愛知県名古屋市港区名港２－８－１０ 052-661-5207

ヤマト運輸株式会社　名古屋守山支店 愛知県名古屋市守山区幸心２丁目４１４番地 080-6604-5480

有限会社メイコウ　本社営業所 愛知県名古屋市守山区幸心３－１５２３ 052-794-5548

興濃運輸有限会社　本社営業所 愛知県名古屋市守山区幸心三丁目１３１２番地 052-793-3267

ヤマト運輸株式会社　名東藤が丘支店 愛知県名古屋市守山区四軒家２－３０７，３１９ 080-6604-5479

吉川運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区上志段味字寺山１２００ 052-778-9755

日通名古屋北運輸株式会社　守山営業所 愛知県名古屋市守山区新守山２５０２ 052-793-5528

中京通運株式会社　守山支店 愛知県名古屋市守山区新守西１９０４番地 052-796-5550

ヤマト運輸株式会社　名古屋昭和支店 愛知県名古屋市昭和区福江２丁目１２１６ 052-882-5183

戸谷運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市瑞穂区新開町１６－１０ 052-882-3381

株式会社日立物流中部　名古屋営業所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町３－２１ 052-829-3677

中京運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区あし原町２００ 052-502-5326

株式会社ワイエムライン　本社営業所 愛知県名古屋市西区あし原町３０５ 052-506-8626

西濃運輸株式会社　枇杷島支店 愛知県名古屋市西区こも原町１７５ 052-678-4312

有限会社泉水コーポレーション　本社営業所 愛知県名古屋市西区玉池町１９１番地 052-505-3335

ダイセーエブリー二十四株式会社　名古屋センター 愛知県名古屋市西区玉池町２１－１ 052-509-4571

ヤマト運輸株式会社　名古屋西支店 愛知県名古屋市西区砂原町１５５ 080-6699-9050

越秀運輸倉庫株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区上名古屋１丁目１４－２ 052-531-5271

越秀運輸倉庫株式会社　平田営業所 愛知県名古屋市西区新木町９７－５ 052-400-3680

協友運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区大野木４丁目６７番地 052-502-2330

ダイシン商事株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市西区南堀越二丁目４番７３号 052-531-5668

株式会社オカダ・エキスプレス　本社営業所 愛知県名古屋市西区比良二丁目２４番地 052-504-4581

有限会社アズキャリー　本社営業所 愛知県名古屋市西区野南町６番地（１０１） 052-506-8274

中京綜合警備保障株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中区栄３－３５０１ 052-261-5751

ヤマト運輸株式会社　名古屋松原センター 愛知県名古屋市中区松原二丁目１９０１ 080-5044-4964

ヤマト運輸株式会社　名古屋千代田支店 愛知県名古屋市中区千代田三丁目４０４番地 080-5044-4956
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
中京通運株式会社　名古屋貨物ターミナル 愛知県名古屋市中川区掛入町３－４－２ 052-353-3131

日通名古屋運輸株式会社　コンテナ営業所 愛知県名古屋市中川区掛入町３丁目４ 052-353-2225

ヤマト運輸株式会社　名古屋中川吉津支店 愛知県名古屋市中川区吉津４丁目２００１ 090-6172-0248

林運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区宮脇町２－７６ 052-361-0884

名古屋急送株式会社　広川営業所 愛知県名古屋市中川区広川町３丁目１－３０ 052-352-2171

株式会社西運　本社営業所 愛知県名古屋市中川区江松五丁目１０６番地 052-665-6776

幸栄運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中川区荒中町１８５ 052-362-1122

株式会社ニシテ商会　本社営業所 愛知県名古屋市中川区春田一丁目２５０番地 052-432-3745

株式会社ホーメイ　本社営業所 愛知県名古屋市中川区草平町１丁目２ 052-355-1858

有限会社石野商会　本社営業所 愛知県名古屋市中川区辻畑町１番地 052-363-2413

インターナショナルエクスプレス株式会社　名古屋運輸営業所 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３－９－３ 052-323-5544

セキサンドレー有限会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区伏屋３丁目１２０４番地（昴フシヤ２０２） 0567-69-8018

株式会社石三　名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区伏屋三丁目１２０４番地１ 052-304-1212

シグマロジスティクス株式会社　福船営業所 愛知県名古屋市中川区福船町１丁目１番地３ 090-6182-0130

知多産業運輸株式会社　中部営業所 愛知県名古屋市中川区明徳町４－１ 052-652-2421

トランコムＤＳ株式会社　中川営業所 愛知県名古屋市中川区野田２丁目４２４ 052-325-3007

西濃運輸株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中川区柳川町１４－１５ 052-678-4309

太陽急配株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区稲西町２６ 052-412-3151

株式会社ＯＴＳＵＫＡ　本社営業所 愛知県名古屋市中村区亀島２－８－９ 052-501-1101

ブルースカイロジスティクス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区剣町２５９番地 052-412-3235

株式会社名西運輸　本社営業所 愛知県名古屋市中村区新富町２－４－２６ 052-482-3341

マルモメディカルサービス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区長筬町５丁目２０番地 052-419-1773

愛陸梱包急配株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町３－１２６ 052-481-7161

杉山運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市中村区並木２－７８ 052-411-5234

株式会社相互運輸　本社営業所 愛知県名古屋市中村区並木２丁目５８番 052-411-3171

株式会社宇徳組　本社営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２８－２６ 052-581-0611

日本通運株式会社　名古屋航空支店貨物センター 愛知県名古屋市中村区名駅南４－１－１４ 052-561-2201

興和運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市天白区井の森町２６ 052-895-0222

有限会社ジョイン引越ドットコム　本社営業所 愛知県名古屋市天白区島田２丁目７０８番地 052-800-8427

西濃運輸株式会社　大曽根支店 愛知県名古屋市東区砂田橋５－１０－１０ 052-678-4307

株式会社白青舎ロジコム　本社営業所 愛知県名古屋市東区矢田南３－５－６ 052-721-7331

近藤運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区菊住２丁目５－１２ 052-821-7341

株式会社グリーンサービス　天白営業所 愛知県名古屋市南区砂口町８２番地 052-823-4733

第一貨物株式会社　名古屋南営業所 愛知県名古屋市南区石元町２－２０－１ 052-822-7141
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株式会社朝日ウェル　本社営業所 愛知県名古屋市南区丹後通３丁目３番地 052-613-2245

森川運輸株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区忠次１－３－２０ 052-691-3321

株式会社アイケン　本社第二 愛知県名古屋市南区天白町５丁目１７番の６（１Ｆ） 052-613-0553

向島運送株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市南区南野１－２０ 052-611-0638

有限会社南野物産急送　本社営業所 愛知県名古屋市南区南野２－３３１ 052-612-3459

西濃運輸株式会社　笠寺支店 愛知県名古屋市南区南野３丁目－２５７番地 052-678-4304

大成運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区豊田５丁目１７－１３ 052-692-3301

北川運送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区明治１丁目２２－２２ 052-691-6368

三急陸進株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市南区明治二丁目６番１９号 052-691-1146

ヤマト運輸株式会社　熱田白鳥センター 愛知県名古屋市熱田区南一番町３０６番 052-659-3317

ヤマト運輸株式会社　名古屋楠支店 愛知県名古屋市北区五反田町７１、７２、７３、７４、７５ 080-6604-5476

日急株式会社　名古屋営業所 愛知県名古屋市北区大杉３－１９－１８ 052-991-3192

ヤマト運輸株式会社　名古屋北支店 愛知県名古屋市北区中切町６－１０－１ 080-6604-6268

アートコーポレーション株式会社　名城支店 愛知県名古屋市北区天道町３－５ 052-910-1237

東海急送株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市北区天道町５丁目３ 052-911-1371

有限会社慎洸　本社営業所 愛知県名古屋市北区如意５丁目１１番地２ 052-903-8562

ヤマト運輸株式会社　名東一社センター 愛知県名古屋市名東区亀の井３－１８１ 080-6604-6330

ヤマト運輸株式会社　名古屋名東支店 愛知県名古屋市名東区極楽４－３０２－１，２ 080-7779-1778

アース・セーフティ・サービス株式会社　本社営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田７２番１ 052-625-5187

株式会社ジェイトップ　名南営業所 愛知県名古屋市緑区大高町字中ノ島３９番１ 052-623-0721

株式会社光貴組　本社 愛知県名古屋市緑区大高町字杁前３９番地 052-629-5567

株式会社プレジャー　本社営業所 愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田１５８ 052-625-3361

愛生運輸株式会社　緑営業所 愛知県名古屋市緑区野末町１９２９ 052-622-6116

愛西市 ヤマト運輸株式会社　佐屋センター 愛知県愛西市佐屋町亥新田３８ 080-5045-2851

株式会社メイゴー　本社営業所 愛知県愛西市北一色町東田面２１番地 0567-55-7221

あま市 堀田信美　本社営業所 愛知県あま市栄東郷内４２番地 052-442-6828

山徳運輸有限会社　津島営業所 愛知県あま市七宝町川部丸田５４番地（丸田コーポ１０１） 0567-28-5711

ジェイ・アクシス株式会社　本社営業所 愛知県あま市七宝町川部出屋敷６９番地 052-446-5652

濱嶋運輸有限会社　本社営業所 愛知県あま市上萱津大門２７番地１ 052-444-0220

ＴＭＳＡロジスティクス株式会社　本社営業所 愛知県あま市新居屋又屋敷２番地、３番地 052-441-1511

株式会社オールサービス　本社営業所 愛知県あま市西今宿梶村一５２番地の８ 052-441-0585

株式会社ＣＳｗｏｒｋ　本社営業所 愛知県あま市西今宿狐海道一８４番地１ 052-462-8325

安城市 大広運輸株式会社　本社営業所 愛知県安城市横山町下管池２２番地１３ 0564-64-2550

株式会社トヨカサービス　本社営業所 愛知県安城市横山町下毛賀知１４８－５０４ 0565-51-7228

株式会社チャーターズカンパニー　本社営業所 愛知県安城市高棚町芦池１２８－１ 0566-76-5124
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
碧海急送株式会社　本社営業所 愛知県安城市根崎町西新切５０番地 0566-92-4077

近物レックス株式会社　安城営業所 愛知県安城市新田町稲恵４６ 0566-77-7811

株式会社サンワ　本社営業所 愛知県安城市東栄町６丁目１３－１ 0566-97-8131

柴田運送株式会社　本店営業所 愛知県安城市東栄町６丁目７番地１７ 0566-97-8085

磯部運輸倉庫株式会社　安城営業所 愛知県安城市東栄町７丁目３－３ 0566-98-4361

有限会社ワンプラスワン　本社 愛知県安城市東栄町五丁目２５番地３ 0565-51-1722

日本通運株式会社　三河警送事業所岡崎警送課 愛知県安城市東栄町六丁目１番２号 0566-98-6166

カリツー株式会社　東刈谷営業所 愛知県安城市二本木新町１－７－２３ 0566-75-6111

日豊高速運輸株式会社　本社営業所 愛知県安城市二本木新町２－２－５ 0566-74-1161

株式会社Ｏ．Ｇサービス輸送　本社営業所 愛知県安城市尾崎町大塚５２番地 0566-45-6830

ヤマト運輸株式会社　安城支店 愛知県安城市尾崎町豊阿弥３７，３８，３９ 080-5043-3087

東海ローディング株式会社　本社営業所 愛知県安城市福釜町下山２３ 0566-92-5581

有限会社エヌサービス　本社営業所 愛知県安城市福釜町中根８４－１ 0566-74-8006

新潟運輸株式会社　安城支店 愛知県安城市北山崎町築地１４８、１４９－１ 0566-77-6872

カリツー株式会社　西尾営業所 愛知県安城市堀内町阿原８番地１ 0566-99-5211

シグマロジスティクス株式会社　安城営業所 愛知県安城市箕輪町唐生１３８ 080-5893-1080

日本トーカンパッケージ株式会社　愛知工場 愛知県安城市和泉町北大木３－６ 0566-92-1181

一宮市 シモハナ物流株式会社　一宮第一営業所 愛知県一宮市奥町風田２７－１ 0586-63-4087

名豊興運株式会社　一宮 愛知県一宮市開明字愛宕北１－２興和冷蔵（株）内 0586-47-6650

ヤマト運輸株式会社　尾西支店 愛知県一宮市開明字馬保里８，９－１ 080-6604-5415

則竹商事有限会社　本社営業所 愛知県一宮市開明字杁先２４－１ 0586-62-5037

株式会社グリーンサービス　一宮営業所 愛知県一宮市宮西通７丁目３－３ 0586-72-8387

櫻物流センター株式会社　本社営業所 愛知県一宮市三ツ井５丁目１８番１７号 0586-77-9911

三重近物通運株式会社　名古屋営業所 愛知県一宮市三ツ井６丁目８番３号 0586-81-5441

株式会社中部サービス　本社営業所 愛知県一宮市三ツ井７－３－２０（スペクトル三ツ井４０３号） 0587-38-0857

株式会社岡田商運　一宮 愛知県一宮市三ツ井７丁目１２－８ 0586-48-5938

ヤマト運輸株式会社　一宮三ツ井センター 愛知県一宮市三ツ井７丁目４番５ 080-6604-5413

株式会社新井興運　本社営業所 愛知県一宮市寺島町１丁目１番地４３ 0586-24-6691

株式会社シード　中部事業所 愛知県一宮市若竹１丁目４番１号（パークオフィス若竹２Ｆ） 0586-81-1215

ヤマト運輸株式会社　一宮森本支店 愛知県一宮市森本５－２１－１ 080-6604-5412

株式会社エスラインギフ　一宮営業所 愛知県一宮市大字浅野字新田３４ 0586-77-0307

株式会社メイギライン　木曽川 愛知県一宮市大字大毛字流４番１ 0586-51-9234

森吉通運株式会社　本社営業所 愛知県一宮市大和町馬引字西出３６－１，３７－１ 0586-45-3131

株式会社ダイセーエクスプレスシステム　本社営業所 愛知県一宮市大和町妙興寺千間堂６６ 0586-71-5131
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株式会社スワロー物流名古屋　本社営業所 愛知県一宮市丹陽町九日市場字堂尻２４８６番１ 0586-75-3101

株式会社ラックサービス　本社 愛知県一宮市丹陽町五日市場字天上１０９番地 0586-77-8600

株式会社トクタク　本社営業所 愛知県一宮市萩原町滝字薬師６ 0586-69-4155

ヤマト運輸株式会社　木曽川センター 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り１３１ 080-6698-9944

稲沢市 アクロストランスポート株式会社　稲沢営業所 愛知県稲沢市下津牛洗町７９－３ 0587-23-6246

丸徳輸送株式会社　本社営業所 愛知県稲沢市正明寺２－２７－２２ 0587-23-3311

ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　祖父江営業所 愛知県稲沢市祖父江町大字山崎字土井平４７－６ 0587-97-8547

株式会社彦根紙運輸　本社営業所 愛知県稲沢市祖父江町四貫北道野８３６－１ 0587-97-0664

王子陸運株式会社　祖父江営業所 愛知県稲沢市祖父江町大字祖父江字外平１５０－３ 0587-97-2116

キーピング運輸有限会社　本社営業所 愛知県稲沢市長束町観音寺田１９４ 0587-34-5586

ヤマト運輸株式会社　稲沢福島センター 愛知県稲沢市福島町中浦５４番地 080-6604-9964

東乳物流サービス株式会社　愛知営業所 愛知県稲沢市平和町下三宅菱池９３３番３ 0567-55-9350

犬山市 株式会社陽光　犬山物流センター 愛知県犬山市羽黒新田字米野東３番４ 0568-67-9051

有限会社岸商事　本社営業所 愛知県犬山市字西唐曽７５－１ 0568-67-7872

名鉄急配株式会社　犬山流通倉庫営業所 愛知県犬山市字地蔵池西４３番地 0568-68-1400

ヤマト運輸株式会社　犬山楽田センター 愛知県犬山市字鳥屋越４８番地１ 080-6604-5418

日通トランスポート株式会社　犬山支店 愛知県犬山市大字羽黒新田字中平塚１－９ 0568-69-2681

株式会社橋本商事冷凍輸送　中部営業所 愛知県犬山市大字上野字石塚４６９番地 0587-91-1666

有限会社本喜　本社営業所 愛知県犬山市大字前原字天道新田８１番地の３８９ 0568-62-3533

岩倉市 濃飛倉庫運輸株式会社　小牧輸送センター営業所 愛知県岩倉市八剱町野畑２８ 0587-38-3221

大府市 愛協産業株式会社　本社営業所 愛知県大府市共栄町７丁目１番地の１ 0562-48-5326

大熊運輸有限会社　本社営業所 愛知県大府市共和町上徳９－２ 0562-48-0211

有限会社平下商会　本社 愛知県大府市若草町１丁目４３５－６ 0562-47-5323

東興運輸株式会社　本社営業所 愛知県大府市北崎町清水ケ根１３８－３ 0562-48-3721

株式会社トッキュウ　中部営業所 愛知県大府市北崎町大島５７番地２ 0562-85-6345

岡崎市 壬輸送株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市稲熊町字二丁目９７番地１ 0564-83-8777

ヤマト運輸株式会社　岡崎稲熊センター 愛知県岡崎市稲熊町八丁目２０３番 080-5522-5877

岡大物流株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市宇頭町字東山４８番地５ 0564-33-3901

東洋ロジテム株式会社　三河営業所 愛知県岡崎市岡町字下野川２－６ 0564-57-8670

トランコムＤＳ株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市岡町字方便１－１ 080-3061-3577

中京綜合警備保障株式会社　中京岡崎警送営業所 愛知県岡崎市宮地町郷東２－１ 0564-54-0170

綜合警備保障株式会社　警送愛知支社岡崎警送営業所 愛知県岡崎市宮地町字郷東２－１ 0564-72-5210

トナミ運輸株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市橋目町字城畑１５－１ 0564-31-4771

シグマロジスティクス株式会社　岡崎営業所 愛知県岡崎市橋目町字竹ノ内３３番地１ 090-6719-1300

ヤマト運輸株式会社　額田支店 愛知県岡崎市上衣文町字宝辺野７－１、宝辺野９ 080-5045-2569
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株式会社カワベ　本社営業所 愛知県岡崎市西本郷町字川原田３５－３ 0566-77-9861

松尾産業運輸株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市赤渋町字圦ノ口３１－１ 0564-52-6549

ヤマト運輸株式会社　岡崎大樹寺支店 愛知県岡崎市大樹寺３－１２－６，７ 080-5043-3150

株式会社ジェイトップ　三河営業所 愛知県岡崎市大樹寺３丁目１６番１７号 0564-24-4631

ヤマト運輸株式会社　岡崎美合支店
愛知県岡崎市大西町字南ヶ原１２－７１，１２－７２，１２－７３，１２－９
５，１２－１８２

080-5043-3035

西濃運輸株式会社　岡崎支店 愛知県岡崎市大門１－４－８ 0564-21-1238

岡崎流通サービス株式会社　額田営業所 愛知県岡崎市中伊西町字手平１２－１ 0564-85-2311

株式会社ダイヤライン　岡崎営業所 愛知県岡崎市筒針町字池田８０番地２ 0564-32-8733

中島急送株式会社　本社営業所 愛知県岡崎市北野町樫ノ木１９－１ 0564-32-5911

尾張旭市 株式会社エスラインギフ　名古屋東営業所 愛知県尾張旭市下井町下井２１６４番地 0561-52-2870

有限会社ＪＡＰＡＮＬＩＮＥ　本社営業所 愛知県尾張旭市三郷町中井田１０番地 0561-55-5734

春日井市 亀甲通運株式会社　本社営業所 愛知県春日井市下条町１００５ 0568-81-3326

株式会社オリエント・サービス　本社営業所 愛知県春日井市下条町１２１２番地１ 0568-85-2525

王子陸運株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市下条町６６７ 0568-81-7837

ヤマト運輸株式会社　春日井松河戸センター 愛知県春日井市下条町二丁目２番地１６ 080-6604-5410

ヤマト運輸株式会社　春日井高蔵寺支店 愛知県春日井市気噴町２丁目１２番１ 080-6604-5411

関東摂津運輸有限会社　春日井営業所 愛知県春日井市高森台５丁目１番地３ 0568-37-2212

伸栄サービス株式会社　本社営業所 愛知県春日井市高蔵寺町北１丁目１０６番地 0568-52-8080

ヤマト運輸株式会社　春日井篠木支店 愛知県春日井市篠木町８丁目３番地３ 080-6604-5408

福山通運株式会社　春日井支店 愛知県春日井市上田楽町字五反田１１１番地 0568-33-8899

株式会社日立物流中部　中京第一営業所 愛知県春日井市上田楽町字野元２２１１ 0568-86-3830

ヤマト運輸株式会社　春日井神屋センター 愛知県春日井市神屋町字宮前９９５番１ 080-6604-9965

株式会社東海サービス　春日井配送センター 愛知県春日井市大泉寺町字大池下２９２番４７３ 0568-87-3411

名阪急配株式会社　春日井冷凍センター 愛知県春日井市長塚町１丁目１０３番地 0568-36-2401

東海運輸株式会社　東海支店 愛知県春日井市長塚町１丁目８１ 0568-33-2111

坂部名古屋有限会社　本社 愛知県春日井市田楽町１７６５番地の６ 0586-75-4300

株式会社豊興　春日井営業所 愛知県春日井市東山町字平橋２３１３－２３ 0568-85-1800

株式会社丸鈴運輸　春日井営業所 愛知県春日井市如意申町六丁目１６番地１５ 0568-31-1655

ヤマト運輸株式会社　春日井柏原支店 愛知県春日井市柏原町５丁目７２番 080-5451-7282

ＳＢＳフレックネット株式会社　春日井営業所 愛知県春日井市明知町字頓明１４２３－５０ 0568-93-0222

株式会社ムロオ　東海センター 愛知県春日井市明知町字頓明１５１４番８８ 0568-88-8683

刈谷市 フジイチ輸送有限会社　本社営業所 愛知県刈谷市一ツ木町７丁目７番地７ 0566-27-9900

カリツー株式会社　刈谷北営業所 愛知県刈谷市一里山町柳原４８－１、特積：一里山町新屋敷７０－２ 0566-35-2711

日豊高速運輸株式会社　刈谷物流センター 愛知県刈谷市小垣江町西高根２０７番２ 0566-91-0231
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カリツー株式会社　刈谷物流センター 愛知県刈谷市小垣江町西高根２１０番地 0566-24-2301

有限会社アクティブラン　本社営業所 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３１番地５ 0566-24-7788

株式会社パスコ・エクスプレス　刈谷営業所 愛知県刈谷市西境町広見２４番地 0566-26-6121

亀城運輸株式会社　本社営業所 愛知県刈谷市築地町２丁目３番地１２ 0566-22-1821

藤久運輸倉庫株式会社　中部事業部 愛知県刈谷市半城土町大組６－１ 0566-21-6309

北名古屋市 石川運輸株式会社　本社営業所 愛知県北名古屋市沖村西ノ川１３５番地 0568-25-5443

株式会社大杉運輸　本社営業所 愛知県北名古屋市久地野牧野２８－２ 0568-23-7328

株式会社中通　中部営業所 愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色西三丁目７１ 0568-27-2400

株式会社サンロジスティックス　名古屋営業所 愛知県北名古屋市六ツ師女夫越５ 0568-26-2650

東海ローディング株式会社　名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７２ 0568-22-0620

希望運輸株式会社　北名古屋営業所 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色端須賀７５番地１ 0568-68-9589

清須市 株式会社ジェイトップ　清須営業所 愛知県清須市阿原鴨池８３番地 052-401-5801

有限会社カンダトラスト　本社営業所 愛知県清須市阿原九丁田１７１ 052-846-6751

ケーエルサービス西日本株式会社　清須営業所 愛知県清須市寺野池端３番地 052-400-2950

山崎商事運輸株式会社　本社営業所 愛知県清須市春日郷ヶ島２８ 052-508-7004

大阪商運株式会社　愛知営業所 愛知県清須市春日焼田７５ 052-401-7655

三和梱包運輸株式会社　本社営業所 愛知県清須市春日長久寺６１番 052-982-9825

信越定期自動車株式会社　名古屋営業所
愛知県清須市春日鳥出９０番、９１番、９２番、９３番、９４番、９５番、９
６番

052-325-7360

トナミ運輸株式会社　名岐支店 愛知県清須市春日立作２３番地 052-409-2711

中日運送株式会社　本社営業所 愛知県清須市須ケ口１９００番地１ 052-400-5251

名阪急配株式会社　名古屋センター 愛知県清須市西市場五丁目５－２ 052-408-5411

松風運輸株式会社　本社営業所 愛知県清須市西枇杷島町宮前１－５５－２ 052-502-2381

株式会社フレッシュ便中部　本社営業所 愛知県清須市朝日貝塚１７５ 052-401-7151

江南市 株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　一宮共配センター 愛知県江南市古知野町朝日２５ 0586-53-1056

株式会社川口通商　本社営業所 愛知県江南市五明町福森１２５番地 0587-50-6065

株式会社流通システム中部　本社 愛知県江南市飛高町本町３８番地の３ 0587-81-5450

阪神トランスポート株式会社　東海営業所 愛知県江南市和田町旭１６２番１ 0587-55-4545

シグマロジスティクス株式会社　江南営業所 愛知県江南市和田町旭８８ 090-6719-1329

小牧市 フジセーレック株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市大字三ツ渕字西之坪１０７１ 052-398-6361

富士運輸株式会社　名古屋支店 愛知県小牧市下小針中島３－２９６－１ 0568-41-5335

株式会社ヒガシトゥエンティワン　名古屋ロジネット事業部 愛知県小牧市下小針中島三丁目１６４ 0568-74-6681

大東実業株式会社　名古屋 愛知県小牧市間々原新田字宮前５２６番地 0568-74-1411

株式会社グリーンサービス　小牧営業所 愛知県小牧市岩崎１－１７８ 0568-42-1127

有限会社内田運送　名古屋営業所 愛知県小牧市岩崎１３４５－６５ 03-3644-4327
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

株式会社東陽運輸　名古屋支店
愛知県小牧市久保一色字本田屋敷１６４９番・１６５１番合併地コーポラスヘ
ルシー１棟２０３号

0568-73-0777

林運輸株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市元町４丁目６６ 0568-54-2211

株式会社ジェイ・ロジコム　小牧営業所 愛知県小牧市三ツ渕字惣作１２７７－１ 0568-65-8231

トランコム株式会社　小牧ロジスティクスセンター 愛知県小牧市小針３－５３ 0568-74-4611

名阪急配株式会社　小牧食材センター 愛知県小牧市小牧原１丁目４１１ 0568-43-1353

名昭産業株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小牧原３－４３ 0568-77-5260

大輝株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小牧原新田字寺前１４７６番地１ 0568-54-8087

誠栄物流商事株式会社　本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１ 0568-72-4565

誠栄産業株式会社　本社営業所 愛知県小牧市小木２丁目１０１番地 0568-72-4558

ヤマト運輸株式会社　小牧支店 愛知県小牧市小木２丁目１２６ 080-6604-5405

株式会社成清トランスポート　小牧営業所 愛知県小牧市小木東１－１２６ 0568-54-3962

センコーエーラインアマノ株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小木東２－１２３ 0568-75-1071

アトラスカーゴサービス株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市小木東２丁目２２５ 0568-39-6660

株式会社ロイヤルコーポレーション　中部営業所 愛知県小牧市小木東一丁目６８番地 0568-65-8915

西濃運輸株式会社　小牧支店 愛知県小牧市新小木１－９２ 052-678-4313

日通名古屋北運輸株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市新小木１丁目３１番地 0568-65-9577

ホッコウ物流株式会社　名古屋営業所 愛知県小牧市新小木２丁目１６番 0568-72-8801

日本通運株式会社　名古屋北ロジスティクス事業所 愛知県小牧市新小木一丁目３１番地 0568-73-2264

株式会社アシスト物流サービス　本社営業所 愛知県小牧市新小木二丁目１１番地 0568-71-1372

株式会社エヌライン　本社営業所 愛知県小牧市西之島１４３８番地 0568-77-1440

株式会社日本トランスネット　小牧 愛知県小牧市川西一丁目７５番 0568-65-6167

商都通信株式会社　本社営業所 愛知県小牧市多気中町１８３番地 0568-27-8511

大池運送株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市多気南町２５８ 0568-76-0172

第一貨物株式会社　小牧支店 愛知県小牧市大字横内６２７－１７ 0568-75-2525

有限会社針尾高速　本社営業所 愛知県小牧市大字下末字間瀬口６６９ 0568-54-3866

名阪急配株式会社　小牧ＴＤセンター 愛知県小牧市大字下末字長田７９０－１ 0568-42-6858

水間急配株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字河内屋新田字下岩倉杁５３７番地の４ 0568-54-2130

鈴建輸送株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字小牧原新田７４５番地の５１ 0568-75-3435

ヤマト運輸株式会社　小牧中央支店 愛知県小牧市大字小牧原新田字問屋橋８８２－１，８８５－１ 080-5044-5195

高山産業運輸株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字上末字山中２７７－１ 0568-78-2050

高末株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字西之島字柿之木島５８０番 0568-73-0878

オート運輸倉庫株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字西之島字雉子野１６１４－１ 0568-73-4281

ダイセー物流株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字村中字池田１１１１－３ 0568-68-9905

加藤梱包運輸株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字大草字清水洞２３０４－１，２３０５－１ 0568-79-2522
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社トヨナカ　本社営業所 愛知県小牧市大字大草字年上坂５９７７番４ 0568-47-0033

エムケー物流株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字大草字年上坂６１１９番地１２ 0568-78-2201

名豊興運株式会社　本社営業所 愛知県小牧市大字南外山字道上１２３－１ 0568-72-1327

名古屋低温物流株式会社　小牧営業所 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村東１７３ 0568-41-1222

株式会社ヒューテックノオリン　中部支店 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北９０番地１ 0568-44-9616

株式会社サムトランスポート　小牧物流センター 愛知県小牧市大字北外山字牛山浦３９０１－１ 0568-74-4302

新潟輸送株式会社　名古屋配送センター 愛知県小牧市大字本庄字下畑７００ 0568-79-1901

株式会社スマイルライン　名古屋営業所 愛知県小牧市大字本庄字藤ノ木１１０６－１ 0568-78-7431

常滑市 富士運輸株式会社　セントレア支店 愛知県常滑市セントレア３丁目１４－６ 0569-38-0600

平野カーゴ株式会社　中部空港営業所 愛知県常滑市セントレア３丁目１５番地２ 0569-38-7208

名鉄急配株式会社　セントレア営業所 愛知県常滑市セントレア三丁目１６番６ 0569-38-7755

常滑運輸株式会社　本社営業所 愛知県常滑市金山字上砂原１２１番地 0569-43-4402

新城市 株式会社ユース・ラット　本社営業所 愛知県新城市石田字西未旨４ 0536-23-1171

知多産業運輸株式会社　新城営業所 愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷１－１１ 0536-27-2377

アツミニエキ株式会社　本社営業所 愛知県新城市有海字落合１－１２ 0536-25-1155

瀬戸市 株式会社成清トランスポート　本社営業所 愛知県瀬戸市山の田町１４７－１ 0561-83-3317

高見起業株式会社　本社営業所 愛知県瀬戸市山の田町４３－１８３ 0561-21-1011

ヤマト運輸株式会社　瀬戸上松山支店 愛知県瀬戸市上松山町１丁目４７・５０・５１・５９・６０ 080-5044-5468

株式会社マルニ運輸　本社営業所 愛知県瀬戸市西松山町３丁目５２番地 0561-82-3547

ヤマト運輸株式会社　瀬戸支店 愛知県瀬戸市福元町２０番地 080-6604-5482

山徳運輸有限会社　本社営業所 愛知県瀬戸市平町２－７１ 0561-82-7842

株式会社東海サービス　本社営業所 愛知県瀬戸市窯町３２２番地の１３３ 0561-85-2552

田原市 協進運輸株式会社　田原営業所 愛知県田原市浦町北浦１２３－２ 0531-23-7579

名城運輸有限会社　田原営業所 愛知県田原市神戸町大坪５番１ 0531-22-6170

東海ローディング株式会社　豊橋営業所 愛知県田原市大久保町七ツ釜１０２－２ 0531-22-2115

株式会社山内運送　本社営業所 愛知県田原市田原町清谷３９－４ 0531-22-2101

イノチオ物流株式会社　本社営業所 愛知県田原市田原町柳町１３ 0531-22-0880

近物レックス株式会社　渥美営業所 愛知県田原市保美町西原６９１ 0531-32-1271

三河重機興業株式会社　田原営業所 愛知県田原市豊島町榎沢７７番１ 0531-22-5622

カリツー株式会社　田原物流センター 愛知県田原市緑が浜二号１番地２２ 0531-24-0630

知多市 有限会社ビック・ワン　本社営業所 愛知県知多市八幡字深山口５０番地の５ 0566-52-4992

知立市 ヤマト運送株式会社　本社営業所 愛知県知立市逢妻町桜７番３７ 0566-81-6250

南星キャリックス株式会社　知立営業所 愛知県知立市山屋敷町見社８９－１ 0566-84-5070

株式会社エクスプレス知立　本社営業所 愛知県知立市新林町平草１ー９ 0566-72-0070

ダイシン商事株式会社　豊田営業所 愛知県知立市来迎寺町足軽６４－１Ｃ 0567-57-1117
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東海市 高末株式会社　東海営業所 愛知県東海市横須賀町天宝新田１２７－１ 0562-33-6066

伏見運送株式会社　名古屋支店 愛知県東海市荒尾町見晴２５番１ 052-601-5900

有限会社蟹江通商　本社営業所 愛知県東海市荒尾町大高根２－２ 052-601-9797

ＪＦＥ物流中部株式会社　名古屋事業所 愛知県東海市新宝町２９番地 052-604-2021

岡田運輸株式会社　名古屋支店 愛知県東海市新宝町４ 052-603-1361

福山エクスプレス株式会社　東海営業所 愛知県東海市浅山一丁目５０番地 052-689-4300

川一産業株式会社　名古屋支店東海営業所 愛知県東海市南柴田町トノ割２６６－１６ 052-603-5415

富木島運送株式会社　本社営業所 愛知県東海市富木島町伏見１－７－２０ 052-604-3161

戸田倉庫株式会社　名古屋 愛知県東海市名和町北埋田５－１ 052-603-7900

豊明市 清興運輸株式会社　刈谷営業所 愛知県豊明市阿野町稲葉７４－１１ 0562-92-3980

豊川市 ウカイ梱包運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊川市伊奈町古当７０－２９０ 0533-78-3518

株式会社ツグリク　豊橋営業所 愛知県豊川市伊奈町野川２４－５ 0533-75-6210

ヤマト運輸株式会社　御津支店 愛知県豊川市為当町椎木１６９、１７０、１７１－２ 080-5043-3274

有限会社前田運送　一宮営業所 愛知県豊川市一宮町錦１３７ 0533-93-0102

宝飯陸運株式会社　本社営業所 愛知県豊川市市田町東中野８９－１ 0533-85-1121

アキタ株式会社　豊橋営業所 愛知県豊川市篠束町仲堀５番１ 0533-72-3288

藤原運送株式会社　本社営業所 愛知県豊川市宿町弥重１４７番地，１４８番地 0533-78-2201

近物レックス株式会社　豊橋支店 愛知県豊川市小坂井町八幡田９－２ 0533-78-4151

株式会社ＵＡＣＪ物流　豊川営業所 愛知県豊川市大木町字新道１２３－４ 0533-93-2849

東江運輸株式会社　東海営業所 愛知県豊川市穂の原３－３０ 0533-84-3292

西濃運輸株式会社　豊川支店 愛知県豊川市本野ヶ原３－８５ 0533-85-3331

名鉄急配株式会社　豊橋営業所 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目６３番地 0533-65-7772

豊田市 中部陸運株式会社　本社営業所 愛知県豊田市井上町５丁目８０ 0565-45-0019

有限会社いなべ物流サービス　豊田営業所 愛知県豊田市永覚町上長根３５番地６１ 0565-71-0180

愛陸急送株式会社　本社営業所 愛知県豊田市鴛鴨町石川１５６番地 0565-41-5711

株式会社寿陸運　猿投営業所 愛知県豊田市亀首町下向イ田５２－６ 0565-43-2010

ＴＢ物流サービス株式会社　猿投営業所 愛知県豊田市亀首町金山８８番地 0565-46-9276

株式会社寿陸運　本社営業所 愛知県豊田市吉原町平子４３ 0565-54-0050

ヤマト運輸株式会社　愛知足助センター 愛知県豊田市御蔵町池鳥１０番地１ 080-6604-5437

岡崎通運株式会社　高岡ロジネット・センター 愛知県豊田市高岡町大西１４ 0565-51-5660

株式会社寿陸運　堤営業所 愛知県豊田市高岡町東浦６５番地 0565-51-1161

碧南運送株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市高岡本町南３６ 0565-52-3235

大橋運輸株式会社　篠原営業所 愛知県豊田市篠原町芝崎１２番地１ 0565-48-1084

名古屋東部陸運株式会社　篠原営業所 愛知県豊田市篠原町敷田３７－６ 0565-48-3939

ヤマト運輸株式会社　豊田浄水支店 愛知県豊田市小坂本町２丁目６２番地１ 080-6604-5427

11／15



市区郡名 事業所名 住所 電話番号
日豊高速運輸株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市深見町木戸３７０番地 0565-75-3010

名古屋東部陸運株式会社　本社営業所 愛知県豊田市西新町７－７７－１ 0565-33-6351

有限会社四ツ葉トラネット　本社営業所 愛知県豊田市中町中前７－８ 0565-52-4033

株式会社エスワイプロモーション　名古屋営業所 愛知県豊田市朝日町１－２１－２０ 0565-32-7275

ヤマト運輸株式会社　豊田若園支店 愛知県豊田市堤町寺池上６３－３ 080-6604-5429

ウェルポート株式会社　愛知豊田営業所 愛知県豊田市堤町道田２１－８ 0565-51-5515

株式会社マルノウチ　豊田営業所 愛知県豊田市堤町六本松４－６ 0565-52-0221

シグマロジスティクス株式会社　豊田営業所 愛知県豊田市東新町６丁目２２番地１ 080-5176-5070

有限会社八光　本社営業所 愛知県豊田市本町石根３ 0565-53-7008

メイシン運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊田市本田町神明戸２２ 0565-53-6221

豊橋市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市下地町字門４４－１－１ 0532-54-8301

株式会社犬塚運輸　本社営業所 愛知県豊橋市牛川町字ギロウ２９－１ 0532-54-8880

有限会社ツツイコーポレーション　本社営業所 愛知県豊橋市小向町字内田１３番地の８ 0532-34-7881

渥美運輸株式会社　植田営業所 愛知県豊橋市植田町字向新切２５－１ 0532-25-5080

斉藤運送有限会社　本社営業所 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番地１９ 0532-33-1588

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野新田町タノ割５３番地 0532-34-2519

西濃運輸株式会社　豊橋支店 愛知県豊橋市神野新田町ヌノ割１６－１ 0532-33-1133

サーラ物流株式会社　豊橋港営業所 愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割２０番地の１ 0532-31-6225

衣浦物流株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市神野西町１丁目２番地 0533-69-4185

スリーエー物流株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市西浜町７番地６　ボナール前芝３０１ 0532-39-9277

トナミ運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市石巻萩平町字長土呂１－３ 0532-88-1073

中島丸寛株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市東細谷町字一里山８９番地の１ 0532-43-2001

株式会社松下運輸　豊橋営業所 愛知県豊橋市東七根町字一の沢１１１ 0532-44-5111

有限会社フジミ運輸　本社営業所 愛知県豊橋市豊栄町字東１６９－３，１６９－５ 0532-41-7807

株式会社まるかわ運輸　本社営業所 愛知県豊橋市豊清町字籠田５０－３ 0532-41-5611

株式会社アイ・エイチサービス　本社営業所 愛知県豊橋市牟呂市場町２３番地４ 0532-33-3318

金田運輸株式会社　本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－３０ 0532-25-5031

柳田運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町２－３９ 0532-25-3213

株式会社睦運送　本社営業所 愛知県豊橋市明海町２－５７ 0532-25-5511

和泉運輸株式会社　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町４番５０ 0532-23-2516

アキタ株式会社　明海営業所 愛知県豊橋市明海町５番地１ 0532-39-4408

有限会社ワンプラスワン　豊橋営業所 愛知県豊橋市明海町５番地の１ 0532-29-6833

渥美運輸株式会社　柳生橋営業所 愛知県豊橋市柳生町３４番地 0532-45-6105

津島市 西濃運輸株式会社　津島支店 愛知県津島市寺野町字好土２ 0567-28-7225

日本郵便株式会社　津島郵便局 愛知県津島市松原町２５－２ 0567-26-2582
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有限会社平山運輸　本社営業所 愛知県津島市神守町字中ノ折１０番地 0567-31-4096

伊藤運送株式会社　本社営業所 愛知県津島市大字古川字上割５７０ 0567-26-2844

有限会社宇佐美共栄社　本社営業所 愛知県津島市埋田町一丁目４９番地 0567-26-4057

長久手市 株式会社久津運送店　本社営業所 愛知県長久手市茨ヶ廻間１５３３－６３３ 0561-64-1355

名鉄運輸株式会社　名古屋東支店 愛知県長久手市岩作三ケ峯２－１１００ 0561-61-2411

西尾市 ヒロセーロジ株式会社　本社 愛知県西尾市伊藤町クテ１１番地１４ 0566-91-1313

ダイハツレンタリース名古屋株式会社　本社営業所 愛知県西尾市家武町居成山２２番地５ 0563-55-5101

名城運輸有限会社　本社営業所 愛知県西尾市吉良町岡山八幡山１０番地 0563-35-3100

株式会社やまひろ運輸　本社営業所 愛知県西尾市吉良町乙川白浜７５番地 0563-32-0906

株式会社東和ロジスティクス　本社営業所 愛知県西尾市熊味町北十五夜５２－４ 0563-52-2111

エスケイライン株式会社　本社営業所 愛知県西尾市新村町元屋敷２６５番地２ 0563-52-0188

福山通運株式会社　西尾営業所 愛知県西尾市長縄町七ツ田５３－１ 0563-53-8292

日進市 株式会社アルプスウェイ　日進営業所 愛知県日進市藤島町長塚７４―２２ 0561-74-7610

半田市 名鉄急配株式会社　半田営業所 愛知県半田市１１号地１８番９ 0569-23-1171

株式会社フジトランスライナー　半田営業所 愛知県半田市１１号地１９－２ 0569-23-7400

丸共通運株式会社　半田営業所 愛知県半田市１１号地１９番地２ 0569-25-1481

東海ＹＭトランス株式会社　本社営業所 愛知県半田市宮本町３丁目２０５番地の６ 0569-26-6452

株式会社グリーンサービス　半田営業所 愛知県半田市宮路町２６６番地キラクハイツ１０２ 0569-32-3651

ダイセー倉庫運輸株式会社　半田営業所 愛知県半田市州の崎町２番地１１４ 0569-29-6700

南星キャリックス株式会社　半田営業所 愛知県半田市板山町１０丁目１０５－１ 0569-20-5661

株式会社ＴＫ物流　本社営業所 愛知県半田市鴉根町３丁目７番地１２ 0569-27-8077

碧南市 揖斐川工業運輸株式会社　碧南営業所 愛知県碧南市港本町１－２２ 0566-48-6121

東海ローディング株式会社　安城営業所 愛知県碧南市明石町７－１３ 0566-42-4941

みよし市 山陽自動車運送株式会社　みよし支店 愛知県みよし市根浦町６丁目２－１８ 0561-36-8350

ＴＧロジスティクス株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市根浦町６丁目２番１８ 0561-35-5601

丸久運輸株式会社　みよし営業所 愛知県みよし市根浦町６丁目２番地１８ 0561-36-8351

ヤマト運輸株式会社　みよし支店 愛知県みよし市三好町金田１－１ 080-5045-8657

小出運送株式会社　本社営業所 愛知県みよし市西一色町池ノ内１３番地１ 0561-34-4888

野元工業株式会社　本社営業所 愛知県みよし市福谷町根浦２７番地６４１ 0561-31-0126

名東急送株式会社　本社営業所
愛知県三好根浦特定土地区画整理８街区１１番（従前地・西加茂郡三好町大字
福谷字根浦３番地２）

0561-56-5656

弥富市 マストアークス株式会社　本社営業所 愛知県弥富市三稲一丁目５０番１ 0567-68-5477

ミナト流通サービス株式会社　弥富営業所 愛知県弥富市西中地町五右１９５－１ 0567-65-7531

日南輸送株式会社　本社営業所 愛知県弥富市操出６－２５ 0567-68-5800

栄和港運株式会社　名古屋営業所 愛知県弥富市鍋田町八穂１０７番地３ 0567-69-2415

五十川運輸株式会社　弥富営業所 愛知県弥富市楠２丁目３３－４ 0567-66-5665
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濃飛倉庫運輸株式会社　名古屋港ロジスティクスセンター 愛知県弥富市楠２丁目６５番２８ 0567-66-3101

杤木合同陸運株式会社　西部営業所 愛知県弥富市楠二丁目１２番地 0567-68-8911

日通名港運輸株式会社　富浜営業所 愛知県弥富市富浜二丁目１ 0567-56-3556

海部郡 株式会社ジェイ・ロジコム　本社営業所 愛知県海部郡蟹江町今西１丁目１１４番地 0567-96-4582

中央陸運株式会社　愛知営業所 愛知県海部郡蟹江町須成西５丁目６１ 05679-6-6063

栄幸運送株式会社　本社営業所 愛知県海部郡蟹江町西之森３丁目１６ 0567-97-0777

第一貨物株式会社　名古屋西支店 愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田１２８ 0567-96-1151

株式会社マッハイナリク　本社営業所 愛知県海部郡大治町大字花常字出口９１番地の１ 052-449-2224

有限会社みなみ産業　大治営業所 愛知県海部郡大治町大字西條字城前田１０８番２ 052-446-3733

協和運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切９５４番地２４ 0567-55-2766

丸金運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅５９ 0567-55-2350

名正運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村大宝７丁目６０番地 0567-57-1550

株式会社大興　名古屋港営業所 愛知県海部郡飛島村竹之郷８丁目１２７番地 0567-69-5064

株式会社メイサク　本社 愛知県海部郡飛島村東浜２丁目１－１１ 0567-57-0771

稲沢運輸株式会社　名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場１－１０－４ 0567-55-1251

浜名梱包輸送株式会社　名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場２丁目１２５番２ 0567-57-0708

港友運輸株式会社　飛島営業所 愛知県海部郡飛島村木場２丁目１３３－１５ 0567-55-2323

相生運送有限会社　名古屋営業所 愛知県海部郡飛島村木場二丁目１２５番２ 0567-57-0708

弘田運輸株式会社　本社営業所 愛知県海部郡飛島村木場二丁目３２番地 0567-55-0525

蒲郡 川口工運有限会社　本社営業所 愛知県蒲郡市拾石町五反田１１番地３ 0533-69-9736

宝物流サービス株式会社　蒲郡営業所 愛知県蒲郡市拾石町東浜３１－１９ 0533-66-2177

ホイテクノ物流株式会社　浜町支店 愛知県蒲郡市拾石町東浜３１番１９ 0533-67-0660

ヤマト運輸株式会社　蒲郡支店 愛知県蒲郡市平田町下五反田４１－１，４２－１，４３－１ 080-7778-4242

知多郡 中杉運輸有限会社　本社営業所 愛知県知多郡武豊町エケ屋敷７７－２５ 0569-72-1672

株式会社宮田運輸　半田営業所 愛知県知多郡武豊町字石川１０３－１ 0569-73-8644

株式会社ユートランス　本社営業所 愛知県知多郡武豊町大字東大高字中浜田６３－１ 0569-72-4623

山本運送株式会社　本社営業所 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字砂水９１－２ 0569-72-5816

西春日井郡 日本通運株式会社　名古屋航空支店名古屋物流センター 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水１４５－１ 0568-39-0220

丹羽郡 株式会社エスライン各務原　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町御供所１－４６６ 0587-94-2626

ＴＢ物流サービス株式会社　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町上小口３丁目２０１番地 0587-95-9410

大橋運輸株式会社　小牧営業所 愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２０７番地 0587-96-1084

株式会社マルト輸送センター　名古屋支店 愛知県丹羽郡大口町伝右２丁目２８１番地 0587-96-0810

日本ピープラス物流株式会社　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町伝右二丁目２９１番地１ 0587-95-5110

有限会社アドバンス　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町二ツ屋１丁目１３４番２ 0587-96-2240

理化トランスポート株式会社　大口営業所 愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６０ 0587-95-4128
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セイノースーパーエクスプレス株式会社　中部貨物センター 愛知県丹羽郡大口町豊田３－２６１ 0587-95-4621

有限会社まるさ運輸　本社営業所 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５２５ 0587-96-0341

株式会社睦運送　小牧 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷９８－２ 0587-32-3030

額田郡 ヤマト運輸株式会社　幸田センター 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字鍛冶山３８－１、３８－２、４０－１ 080-5045-2569
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