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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
大津市 ヤマト運輸株式会社　大津南支店 滋賀県大津市稲津１丁目字諸濱１８５－６，１８４－７ 077-546-6008

ヤマト運輸株式会社　大津支店 滋賀県大津市下阪本町３－１９０４－１、１９０９ 077-579-5062

清水運送株式会社　本社 滋賀県大津市皇子が丘１－８－１ 077-524-3805

福山通運株式会社　大津営業所 滋賀県大津市山百合の丘１８番７号 077-598-8071

菱倉運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市松が丘七丁目１－１ 077-549-8883

株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ　滋賀共配センター 滋賀県大津市神領４丁目６－１ 077-547-2618

株式会社桝安運送店　本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１０ 077-547-3090

株式会社中村組　本社営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３－１８ 077-544-2160

福井トナミ運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市瀬田大江町１３番地２２ 077-545-2340

滋賀貨物運輸株式会社　大津営業所 滋賀県大津市瀬田大江町３３－３８ 077-544-2151

株式会社エコライン　滋賀営業所 滋賀県大津市瀬田大江町５９－１ 077-547-3002

ヤマト運輸株式会社　大津東支店 滋賀県大津市大萱７丁目惣（えり）３２５５番地 077-544-6160

日本通運株式会社　大津営業課 滋賀県大津市中庄２丁目１ー７３ 077-522-6637

ヤマト運輸株式会社　大津北支店
滋賀県大津市本堅田３丁目字余所１４２０－１、１４２１－１、１４２４－
１、１４２５－８

077-572-4188

近江八幡市 西濃運輸株式会社　近江営業所 滋賀県近江八幡市安土町石寺２８ 0748-46-5522

澁澤陸運株式会社　滋賀ターミナル 滋賀県近江八幡市上田町字向沢２６－１ 0748-37-6611

ヤマト運輸株式会社　近江八幡支店 滋賀県近江八幡市西庄町字大和田２００６－５他４筆 090-2043-7726

草津市 有限会社ヤマモト運送　本社営業所 滋賀県草津市下笠町５５４－８ 077-568-8250

株式会社サカイ引越センター　びわこ支社 滋賀県草津市若竹町１０－７ 077-567-1600

株式会社塚腰運送　滋賀営業所 滋賀県草津市上寺町字上柳２００－３ 077-568-3532

ヤマト運輸株式会社　草津東支店 滋賀県草津市追分１丁目７番１１号 077-566-8491

有限会社大宏運輸　本社営業所 滋賀県草津市追分南３丁目９－２３ 077-526-7739

株式会社丸留憲運輸　本社営業所 滋賀県草津市東矢倉２丁目３５－７ 077-564-6277

増田運送株式会社　本社営業所 滋賀県草津市南笠東三丁目２２番９８号 077-563-3524

コトブキ運輸株式会社　本社営業所 滋賀県草津市野路東５丁目２５番２５号 077-562-5511

ヤマト運輸株式会社　滋賀草津支店 滋賀県草津市矢橋町字間田１３２－１ 077-565-7582

湖南市 日本陸送株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市夏見１７５番地 0748-72-4640

株式会社ＳＹＮＣＬＩＮＥＳ　本社営業所 滋賀県湖南市夏見３６８番地３ 0748-71-3480

神奈川運送株式会社　本社営業所 滋賀県湖南市柑子袋２２８番３号 0748-72-7015

甲西陸運株式会社　本社営業所 滋賀県湖南市柑子袋２７８ 0748-72-1214

グロービック株式会社　湖南営業所 滋賀県湖南市柑子袋字前田１５１－１ 0748-72-1810

佐川急便株式会社　湖南営業所 滋賀県湖南市岩根１６５６－２４ 0748-71-2711

大阪ダイハツ輸送株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市小砂町１－６ 0748-75-5253
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社カンキウ物流　滋賀営業所 滋賀県湖南市小砂町３－１ 0748-75-2127

北川運輸株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市小砂町３番地 0748-75-1520

第一貨物株式会社　滋賀支店 滋賀県湖南市小砂町４－３ 0748-76-3344

株式会社しが山急　本社営業所 滋賀県湖南市石部南５丁目３番１３号 0748-77-2331

石部運輸倉庫株式会社　本社営業所 滋賀県湖南市石部北１－４－３６ 0748-77-3123

センコーエーラインアマノ株式会社　滋賀営業所 滋賀県湖南市日枝町１０１－２０ 0748-75-2301

株式会社フレイトライン・ホリウチ　滋賀営業所 滋賀県湖南市日枝町１－１ 0748-75-8669

甲賀市 ヤマト運輸株式会社　甲賀東支店 滋賀県甲賀市甲南町野尻字酒屋垣内４１７番１ 0748-86-8252

越野運送株式会社　滋賀営業所 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘１１ダスキン滋賀工場内 0748-63-3627

株式会社フレッシュ便大阪　水口営業所 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘２５ 0748-63-3350

株式会社滋賀運送甲賀　水口支店 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘８ 0748-63-2555

株式会社フジライン　滋賀支店営業所 滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１ 0748-63-5030

株式会社フジラインエキスプレス　滋賀営業所 滋賀県甲賀市水口町泉字下川原１４０９－１ 0748-63-5030

ヤマト運輸株式会社　甲賀支店 滋賀県甲賀市水口町泉字畑ケ田１０１８－１ 0748-62-2723

日本梱包運輸倉庫株式会社　滋賀センター営業所 滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷８８６－５ 0748-63-7381

辻運輸有限会社　本社営業所 滋賀県甲賀市水口町北脇１４６６－１ 0748-62-0836

有限会社藤光　本社営業所 滋賀県甲賀市水口町北脇４１５番地 0748-63-1963

滋賀運送株式会社　本社営業所 滋賀県甲賀市水口町名坂８２２，８２３ 0748-62-1197

株式会社マルキュー物流　本社 滋賀県甲賀市土山町大野２６９２ 0748-67-1191

有限会社忍通商　本社営業所 滋賀県甲賀市土山町大野４７８８番地９ 0748-67-0086

有限会社下村運輸　本社営業所 滋賀県甲賀市土山町大野４７９７番地 0748-67-0666

高島市 株式会社平安運輸倉庫　本社 滋賀県高島市マキノ町新保字風呂田８１６番２ 0740-27-0180

ヤマト運輸株式会社　高島支店 滋賀県高島市安曇川町川島字西町１１２３－１他２筆 0740-34-1224

セイノースーパーエクスプレス株式会社　高島営業所 滋賀県高島市新旭町安井川字風呂ノ本１２２６，１２２６－１，３，５，７ 0740-25-5311

滋賀貨物運輸株式会社　湖西営業所 滋賀県高島市新旭町太田字若宮２７８０－１ 0740-25-7200

有限会社イリエトレーディング　本社 滋賀県高島市新旭町大字安井川字堂の本１２６０－３ 0740-25-4563

長浜市 滋賀運輸株式会社　本社営業所 滋賀県長浜市加納町３９１ 0749-63-1866

吉原建材運輸株式会社　長浜営業所 滋賀県長浜市加納町字正言寺３９４番地 0749-73-2247

有限会社ケイエイチドットコム　本社営業所 滋賀県長浜市湖北町速水２０番地 0749-78-0754

日本通運株式会社　彦根支店日本電気硝子事業所 滋賀県長浜市高月町高月字上町１８１５－１他７筆 0749-85-2260

滋賀近交運輸株式会社　本社営業所 滋賀県長浜市山階町字西横田町９７番１ 0749-65-8285

株式会社ビッグアクシス　本社営業所 滋賀県長浜市西上坂町１１９７番地の６ 0749-65-2015

吉原建材運輸株式会社　曽根営業所 滋賀県長浜市曽根町１２０１番地 0749-73-2247

株式会社下司運送　本社営業所 滋賀県長浜市大井町１３３３－３ 0749-73-2148

増田運送株式会社　長浜営業所 滋賀県長浜市東野町１２０－１ 0749-57-6015
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社ＫＵＢＯＸＴ　滋賀営業所 滋賀県長浜市内保町７５７番地 0749-74-8088

菱化ロジテック株式会社　長浜営業所 滋賀県長浜市八幡中山町５４０ 0749-62-1817

ヤマト運輸株式会社　長浜支店 滋賀県長浜市八幡中山町字柳町２８７、２８８ 0749-63-6175

東近江市 八日市物流倉庫株式会社　五個荘営業所 滋賀県東近江市五個荘小幡町字内林５２４－９ 0748-48-5110

協立運輸株式会社　滋賀営業所 滋賀県東近江市五個荘清水鼻町字登り田１５３－１，１８６ 0748-48-4111

増田運送株式会社　能登川営業所 滋賀県東近江市今町１０３９ 0748-42-5373

ヤマト運輸株式会社　東近江支店 滋賀県東近江市札の辻２丁目字札の辻１２２０－１ 0748-23-2822

有限会社川商物流運輸　本社営業所 滋賀県東近江市勝堂町３９８ 0749-45-1311

共同輸送株式会社　滋賀営業所 滋賀県東近江市小田苅町内林４－１ 0749-45-5022

大興運輸サービス株式会社　本社営業所 滋賀県東近江市大清水町４７９－１０ 0749-45-3115

大沢運送株式会社　滋賀支店 滋賀県東近江市池庄町字南野１１１１－１ 0749-45-3388

株式会社ＵＡＣＪ物流　滋賀営業所 滋賀県東近江市中岸本町１８６－１ 0749-45-8035

滋賀近交運輸倉庫株式会社　湖東営業所 滋賀県東近江市中岸本町字高塚１８６番地１ 0749-45-8100

株式会社Ｎプランニング　本社営業所 滋賀県東近江市東沖野３－４－１２ 0748-22-1800

株式会社ケン・トップカーゴ　本社営業所 滋賀県東近江市南清水町６４４－３ 0749-45-0961

株式会社大翔物流　本社営業所 滋賀県東近江市布施町向井田２２３４ 0748-20-0191

センコー株式会社　湖東車輛センター 滋賀県東近江市北花沢町百々１００ 0749-45-3178

彦根市 綜合警備保障株式会社　彦根支店 滋賀県彦根市駅東町１５番１近江鉄道本社ビル１階 0749-23-2444

ケーエルサービス西日本株式会社　滋賀営業所 滋賀県彦根市高宮町塚本焼屋１０－５ 0749-27-0366

ヤマト運輸株式会社　彦根北支店 滋賀県彦根市西沼波町字澤１３９－１、１４０－２、１４１－１ 0749-21-3173

株式会社三幸流通　本社営業所 滋賀県彦根市川瀬馬場町２４９番地１ 0749-28-7788

テーケー物流サービス有限会社　本社 滋賀県彦根市地蔵町６８ 0749-23-9618

有限会社エフ物流　本社営業所 滋賀県彦根市鳥居本町２９０１番地６ 0749-26-0399

びわ貨物運送株式会社　彦根営業所 滋賀県彦根市鳥居本町字縄手２９０１－６ 0749-26-0458

西濃エキスプレス株式会社　彦根営業所 滋賀県彦根市東沼波町１５７番地 0749-23-3087

西濃運輸株式会社　彦根支店 滋賀県彦根市東沼波町１５７番地 0749-23-3031

米原市 澤運送株式会社　本社営業所 滋賀県米原市岩脇字澤５９０ 0749-52-4155

西田運輸株式会社　本社営業所 滋賀県米原市村木１－１ 0749-55-0189

守山市 株式会社アクティブ　滋賀営業所 滋賀県守山市古高町２３７－１０５ 077-581-0007

株式会社カロカ急配　本社営業所 滋賀県守山市大門町３０８－１ 077-582-7575

センコー株式会社　京滋車輛センター 滋賀県守山市大門町字梅ヶ町３５６－１ 077-514-3260

久留米運送株式会社　滋賀店 滋賀県守山市大門町字盆瀬坊３１６－１ 077-583-3221

有限会社西村商店　本社営業所 滋賀県守山市播磨田町１３１８番地１ 077-514-1905

ヤマト運輸株式会社　野洲支店 滋賀県守山市立田町字竹ケ花４１２５ 077-585-6422
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野洲市 日通トランスポート株式会社  滋賀支店 滋賀県野洲市上屋１２３番地７日通大津支店滋賀ロジスティクス事業所内 077-518-1330

滋賀ニシリク株式会社　本社営業所 滋賀県野洲市上屋１４５－４ 077-588-2024

有限会社篠原商事　本社営業所  滋賀県野洲市高木２３０番地の５２ 077-588-3540

株式会社ケイロジ　本社営業所 滋賀県野洲市大篠原字出口１６１０番地４、５ 077-518-1111

栗東市 株式会社ロジテック・サン　滋賀営業所 滋賀県栗東市安養寺７丁目７番３２－１０６号 077-585-9880

ヤマト運輸株式会社　滋賀主管支店 滋賀県栗東市伊勢落字野神７２０ 077-553-3278

ヤマトマルチチャーター株式会社　滋賀営業所 滋賀県栗東市下鈎９１７－１ 077-568-8055

株式会社ランテック　滋賀支店 滋賀県栗東市下鈎９２３番地の１ 077-551-2630

滋賀協同物流株式会社　栗東営業所 滋賀県栗東市高野２０６－１ 077-552-0338

ヤマト運輸株式会社　栗東支店 滋賀県栗東市高野字岩畑７４８－１、７４９ 077-553-3193

株式会社坂口運送　本社営業所 滋賀県栗東市手原８－２－２２ 077-552-4485

レンゴーロジスティクス株式会社　栗東営業所 滋賀県栗東市辻５６４－１ 077-552-2343

株式会社タカキ物流サービス　滋賀 滋賀県栗東市東坂５３番１３号 070-5661-9958

株式会社ユニバーサルロジ　本社 滋賀県栗東市蜂屋９６１番地１ 077-551-2855

愛知郡 株式会社アサヒセキュリティ　滋賀営業所 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川１０５０番地 0749-42-8651

澤田商運株式会社　本社営業所 滋賀県愛知郡愛荘町岩倉１０７番地 0749-37-2027

ヤマト運輸株式会社　愛知川支店 滋賀県愛知郡愛荘町市字大久保１６３８ 0749-42-7477

株式会社新世通商　配車センター 滋賀県愛知郡愛荘町大字島川２６０番２ 0749-49-5660

福山通運株式会社　しが八日市支店 滋賀県愛知郡愛荘町島川９９－１、１００－１ 0749-42-7729

池田興業株式会社　滋賀支店 滋賀県愛知郡愛荘町島川字木ノ前１８２－２ 0749-42-6411

有限会社前川運送　本社営業所 滋賀県愛知郡愛荘町目加田２３６０ 0749-37-2889

蒲生郡 株式会社橋本運輸倉庫　本社営業所 滋賀県蒲生郡日野町松尾３３４番地 0748-53-2022

株式会社ロジコム・アイ　滋賀営業所 滋賀県蒲生郡竜王町小口１２８４－１３ 0748-58-8610

新潟運輸株式会社　滋賀支店 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字山林１１６９－３他１筆 0748-58-1175
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