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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

津市 近物レックス株式会社　津支店 三重県津市あのつ台１丁目１番３、１番６ 059-236-6020

三重近物通運株式会社　津営業所 三重県津市あのつ台１丁目１番３号 059-253-7445

株式会社立松　本社営業所 三重県津市あのつ台３丁目１１番地８ 059-226-7827

株式会社ジェイ・ロジコム　三重営業所 三重県津市あのつ台一丁目１番地３ 059-236-1115

株式会社美鈴急送　本社営業所 三重県津市あのつ台一丁目１番地８ 059-253-7893

安濃急送有限会社　本社 三重県津市安東町字足入２０３５－１ 059-268-2234

株式会社三重トランスポート　本社営業所 三重県津市安濃町安濃字上大谷２１０６－１ 059-268-4321

資昇運輸株式会社　本社営業所 三重県津市雲出本郷町字榎縄１８０５－１３５ 059-234-9966

株式会社Ｈ・Ｎ・Ｃ　本社営業所 三重県津市河芸町上野１３２１番地１ 059-253-3541

有限会社富屋物流　本社営業所 三重県津市河芸町東千里５７－１ 059-245-5386

西濃運輸株式会社　久居支店 三重県津市久居中町７７４－２ 059-256-5551

株式会社アサヒセキュリティ　三重 三重県津市芸濃町椋本２７２７－２ 059-266-1755

椋本運送有限会社　本社営業所 三重県津市芸濃町椋本字新横山５８１５－３ 059-265-2075

株式会社関本商事関本商事　芸濃営業所 三重県津市芸濃町椋本字藤ノ山３７９３－３ 059-266-2339

株式会社日硝ハイウエー　津営業所 三重県津市戸木町４８５７－１３ 059-254-4531

トランコムＤＳ株式会社　津宅配営業所 三重県津市高洲町３－２０ 059-234-1880

株式会社サカイ引越センター　津支社 三重県津市高茶屋小森上野町１３６６ 059-238-2228

株式会社ジェイトップ　三重営業所 三重県津市高茶屋小森町字瓦ヶ野４０９０番 059-235-3885

伊賀市 佐川急便株式会社　伊賀営業所 三重県伊賀市佐那具大字馬屋谷１９０２番地の４ 0595-23-6911

近畿福山通運株式会社　伊賀上野営業所 三重県伊賀市治田字南福沢３４７１－１ 0595-20-2920

日本郵便株式会社　上野郵便局 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３ 0595-21-3234

株式会社ネクスウェイ　本社営業所 三重県伊賀市炊村字赤坂３０７２番地１ 0595-46-9210

有限会社千堀機工　本社営業所 三重県伊賀市炊村福王寺１４９５番地４ 0595-47-0373

株式会社関本商事　本社営業所 三重県伊賀市西之澤１４２８－１ 0595-45-3855

三重近物通運株式会社　上野営業所 三重県伊賀市西明寺３１５１番地 0595-48-6110

安永運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市西明寺字中尾谷２２９４－２ 0595-21-2913

三重西濃運輸株式会社　上野支店 三重県伊賀市千歳下水８１－１ 0595-23-6621

三栄運輸株式会社　本社 三重県伊賀市千歳字池之谷１５０７番地１７ 0595-26-2151

創建運輸株式会社　本社営業所 三重県伊賀市千歳字野添９２２番地の１ 0595-48-6744

ワールド運輸株式会社　伊賀物流センター 三重県伊賀市川西字津島山１７３８－２ 0595-45-9511

愛知車輌興業株式会社　三重営業所 三重県伊賀市中友田１６００ 0595-43-2160

日進高田運送株式会社　島ヶ原営業所 三重県伊賀市島ヶ原１６７６１－２ 0595-59-9006

伊勢市 伊勢陸運株式会社　本社営業所 三重県伊勢市小俣町湯田１５１８－８ 0596-22-2116
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
三重近物通運株式会社　本社営業所 三重県伊勢市小俣町湯田２０３番地 0596-22-4412

中北運輸株式会社　本社営業所 三重県伊勢市村松町字明野１３５３番地４７ 0596-37-0001

トランコムＤＳ株式会社　伊勢営業所 三重県伊勢市通町東新田４１９ 059-234-1880

いなべ市 株式会社名古屋サンギ　藤原営業所 三重県いなべ市大安町丹生川上字梨本１２２８番６ 0594-88-1830

三重執鬼株式会社　いなべ 三重県いなべ市大安町南金井１７１３－８ 0594-77-3811

株式会社トヨカサービス　員弁営業所 三重県いなべ市大安町南金井字石佛東２５５７－６ 0594-82-6410

株式会社名古屋サンギ　大安営業所 三重県いなべ市大安町門前字西山２４０９－１ 0594-87-0701

上野市 今川運送株式会社　上野営業所 三重県上野市治田字福沢３４７１－９ 0595-20-9211

尾鷲市 トランコムＤＳ株式会社　紀北営業所 三重県尾鷲市中川２－９０ 059-234-1880

亀山市 森実運輸株式会社　三重支店 三重県亀山市関町会下１２８５－１ 0595-96-1851

山川運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市関町市瀬字中切４４６－１ 0595-96-0333

名鉄急配株式会社　三重支店 三重県亀山市小野町字北割５３２－１０ 0595-83-1881

亀幸運輸株式会社　本社営業所 三重県亀山市菅内町１６８３番地２１ 0595-82-3043

株式会社夢生商会　本社営業所 三重県亀山市菅内町６３３番地２ 0595-83-1711

鈴峰運送株式会社　本社営業所 三重県亀山市川崎町字貢４６８２－２ 0595-85-2656

名豊運輸株式会社　亀山営業所 三重県亀山市太岡寺町上がり鼻１０１７－１ 0562-48-2567

鈴鹿インター株式会社　本社 三重県亀山市長明寺町字太郎四６４４番地２ 059-379-2816

なごの浦運送株式会社　亀山営業所 三重県亀山市田村町大字大野１７７７－４３ 0595-85-3110

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　亀山営業所 三重県亀山市白木町６０番地の２４ 0595-84-4860

富士運輸株式会社　亀山支店 三重県亀山市白木町６０番地の２４ 0595-83-3303

日通三重自動車運送株式会社　亀山 三重県亀山市辺法寺町字網中３５８番地４ 059-371-6622

丸加運輸株式会社　亀山営業所 三重県亀山市野村二丁目１６０－１ 0595-84-5556

熊野市 三重交通株式会社　南紀営業所 三重県熊野市有馬町字亀ガツロ３７２４－５ 0597-85-2196

桑名市 豊運送株式会社　本社 三重県桑名市大字和泉字ホノ割５３１番 0594-22-8411

ブルーカーゴ株式会社　本社営業所 三重県桑名市大字東汰上字宮田５８番地１ 0594-22-3716

有限会社宏栄商会　長島営業所 三重県桑名市長島町大字押付字小六５３２番地１０ 0594-41-1800

株式会社栄友ライン　本社営業所 三重県桑名市長島町殿名字下知田８４９－２ 0594-82-6980

志摩市 マルイ運送株式会社　志摩営業所 三重県志摩市磯部町沓掛体ノ谷７－２ 059-234-7785

鈴鹿市 株式会社スズカキャリーサービス　本社営業所 三重県鈴鹿市安塚町字源平塚１３５０－１３ 059-378-3188

西濃運輸株式会社　鈴鹿支店 三重県鈴鹿市安塚町字須田１００－６ 059-382-1351

株式会社マーリス　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市伊船町２０１４－１０ 059-371-8215

佐川急便株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市伊船町字東境塚１９６２番６ 059-371-3811

ヤマト運輸株式会社　鈴鹿磯山センター 三重県鈴鹿市磯山３丁目１６７２－１ 080-5043-5773

神勢物流有限会社　本社営業所 三重県鈴鹿市下大久保町字美良２３５２ 059-373-2111

鈴鹿日梱株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市御薗町３２３２番地の１ 059-389-6920
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
トランコムＤＳ株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市御薗町字鎌田３６００－５３ 059-234-1880

株式会社エヌ・エス　御薗営業所 三重県鈴鹿市御薗町字小深田４５４４ 059-372-8080

日精サービス株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市住吉四丁目２１－１１ 059-378-5531

有限会社エース　三重営業所 三重県鈴鹿市住吉町５７８９－２ 059-392-7555

マルサ運送株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市住吉町字宮西８３７３ 059-378-2807

株式会社弥生運輸　中部 三重県鈴鹿市深溝字南浦４１６０番２ 059-373-3391

丸加運輸株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市須賀町字乾縄６８６－１ 059-382-2115

サンコーロジテック株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市稲生町７９９０－１６ 059-384-5373

有限会社明和工業　本社営業所 三重県鈴鹿市石薬師町字青木１０９５－６ 059-344-0363

長野第一物流株式会社　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市大池３－１０－３８ 0593-78-0013

三重西濃運輸株式会社　鈴鹿西営業所 三重県鈴鹿市中富田町字東浦５８－５ 059-378-7613

三重西濃運輸株式会社　本社営業所 三重県鈴鹿市白子４丁目８－１２ 059-386-1121

有限会社ナルカワキャリー　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市末広南三丁目８番２２号 059-381-5225

名張市 ヤマト運輸株式会社　名張おきつも支店 三重県名張市朝日町１５１４－１ 059-361-7902

シンキ配送株式会社　名張営業所 三重県名張市八幡字口入野１８９１－２ 0595-66-2882

松阪市 新栄運輸株式会社　本社営業所 三重県松阪市久保町字水通り１５１６－７ 0598-52-5271

ヤマト運輸株式会社　松阪中央支店 三重県松阪市宮町ヲノホロ１００－６ 059-361-7902

日本通運株式会社　三重警送支店松阪警送事業所 三重県松阪市郷津町大字牛之越１８２－３ 0598-51-5026

福山通運株式会社　松阪営業所 三重県松阪市古井町字西出４１６，４１７，４１８－１，４１９－１ 0598-51-3411

日通三重自動車運送株式会社　津営業所 三重県松阪市曽原町２２９７番地 0598-56-7880

ドリームロジテック株式会社　本社営業所 三重県松阪市大口町字子ノ新田５３２番１ 0598-31-1081

トランコムＤＳ株式会社　松阪営業所 三重県松阪市大口町字北堀田２７３－２ 059-234-1880

三重交通株式会社　松阪営業所 三重県松阪市大津町７９５番地の３ 0598-51-5240

三銀ビジネス・サービス株式会社　本社営業所 三重県松阪市中央町５２７番地１ 0598-51-1111

有限会社ＡＣＴＩＶＥ　本社 三重県松阪市中道町字浜新田７２４番地 0598-56-4549

佐川急便株式会社　松阪営業所 三重県松阪市肥留町３３３番地 0598-56-5454

四日市市 株式会社水谷運輸倉庫　本社営業所 三重県四日市市大字泊村字西奥１２４１－１２．１３ 059-345-0431

四日市コーウン株式会社　本社営業所 三重県四日市市平津町字猿ヶ谷６０３－２４ 059-363-1887

新潟運輸株式会社　四日市支店 三重県四日市市羽津戊字山之奥６７－１ 059-365-2195

株式会社荒川急送　四日市営業所 三重県四日市市広永町１１７７－１ 059-363-5258

マルエイ運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市采女町字春雨３２１０－１３，１２ 059-345-4108

浅井東海物流株式会社　本社営業所 三重県四日市市鹿間町字天王１２１９番地 059-328-2840

株式会社むつみ物流　本社営業所 三重県四日市市小杉町１８７１番地 059-330-4667

亀山トランスポート株式会社　四日市営業所 三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０ 059-334-7676

日通三重自動車運送株式会社　本社営業所 三重県四日市市垂坂町字山上谷１３４０－８ 059-334-3801
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
三重交通株式会社　四日市営業所 三重県四日市市川島町字目代４１０２－１ 059-323-0808

日本通運株式会社　三重支店四日市中央事業所 三重県四日市市相生町３－１７ 059-354-0202

佐川急便株式会社　四日市営業所 三重県四日市市大字羽津字山之奥戊１０１－１ 059-361-7321

株式会社むつみ運輸　本社営業所 三重県四日市市大字東阿倉川字宮の前８２２－４ 059-331-0031

塩浜工運株式会社　本社営業所 三重県四日市市大字六呂見字白子堀９０７－１ 059-346-1323

株式会社ライス・ロード　四日市営業所 三重県四日市市大矢知町字鳩浦１９０２番地３ 059-365-8127

ヤマト運輸株式会社　四日市インター支店 三重県四日市市智積町字清水道６２０７－１ 059-361-7900

ヤマト運輸株式会社　三重主管支店 三重県四日市市中村町字半谷２２９３番１４ 059-361-7900

株式会社グリーンサービス　四日市 三重県四日市市中里町２９－３ 0593-46-3121

鳴海急送株式会社　本社営業所 三重県四日市市天カ須賀四丁目２１９番地１ 059-361-2102

トナミ運輸株式会社　四日市営業所 三重県四日市市天カ須賀新町１－３０ 059-365-5311

近物レックス株式会社　四日市支店 三重県四日市市東茂福町２－３１ 059-365-6111

ケミカルトランスポート株式会社　四日市営業所 三重県四日市市南小松町字西野山２６７０－２０ 059-328-3555

株式会社トーショー　四日市営業所 三重県四日市市楠町小倉字横手１７６３ 0593-97-6888

株式会社長太　四日市営業所 三重県四日市市楠町小倉字南新田１８６１番地１ 059-397-7471

栄和港運株式会社　本社営業所 三重県四日市市楠町北五味塚塩役１４９９－１ 059-397-6519

新成運輸株式会社　本社営業所 三重県四日市市楠町北五味塚字楮３９２－１ 059-397-5935

西濃運輸株式会社　四日市支店 三重県四日市市日永１－９３５－１ 059-346-1122

三重西濃運輸株式会社　四日市支店 三重県四日市市日永１丁目９３５－１ 059-346-3035

日新冷凍運輸株式会社　本社 三重県四日市市日永東２丁目１２３４－１ 059-346-2851

名鉄急配株式会社　四日市営業所 三重県四日市市泊小柳町２１９０ 0593-48-0771

トランコムＤＳ株式会社　四日市南営業所 三重県四日市市富士町１－１５ 059-234-1880

株式会社パックシステム　物流事業部 三重県四日市市北小松町１６００番地 059-328-8077

中日本陸運株式会社　本社営業所 三重県四日市市末広町４４３０－３ 059-351-8419

末広運輸株式会社　本社 三重県四日市市末広町７－４ 059-353-1256

日本トランスシティ株式会社　運輸事業部中部運輸部四日市営業所 三重県四日市市末広町８－１０ 059-353-7751

株式会社フジライン　中部支店 三重県四日市市和無田町字荒野８７４，８７３－１ 059-328-2950

北牟婁郡 ドリームライン株式会社　紀北営業所 三重県北牟婁郡紀北町海山区中里４０８－１ 0597-35-0022

三重郡 大洋荷役株式会社　四日市 三重県三重郡菰野町４１３６－４ 059-325-3565

アイサン物流株式会社　本社営業所 三重県三重郡菰野町大字諏訪１９３９ 059-393-2233

鈴鹿日梱株式会社　菰野営業所 三重県三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０番地 0593-94-2496

一宮運輸株式会社　物流センター三重 三重県三重郡菰野町大字大強原字狐塚２５００－１ 059-394-0138

ヤマト運輸株式会社　三重菰野センター 三重県三重郡菰野町大字竹成字弥八１３３６．１３３７ 059-361-7902

株式会社東液供給センター　川越事業所 三重県三重郡川越町高松川下１３３２ 059-364-0691

株式会社マルマツ運送　本社営業所 三重県三重郡川越町大字北福崎字宮西１４２番地 059-364-1829
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
南牟婁郡 ドリームライン株式会社　紀南営業所 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和２１７０－２ 0597-92-3803

度会郡 三重西濃運輸株式会社　伊勢営業所 三重県度会郡玉城町宮古字白石谷２２６１ 0596-23-1577

寿運輸有限会社　本社営業所 三重県度会郡玉城町中楽字墓添６８０－２ 0596-25-6128
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