
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
神戸市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島６丁目６－２ 078-969-1680

武貞物流株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷８４３番１ 078-741-0680

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

ユナイトサービス株式会社　西神営業所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１３番２号 078-798-1190

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

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

エフ・ライン株式会社　伊川谷 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和９１４－１９ 090-4034-8745

有限会社舞子運送　本社 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字古川１０１５番１ 078-974-8825

佐川急便株式会社　明石営業所 兵庫県神戸市西区玉津町小山字川端１６９ 078-924-1800

誠徳運輸株式会社　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１１番２ 078-995-0400

株式会社ケーライン　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１ 078-998-4610

株式会社旭　神戸 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目１５－１ 078-998-3010

株式会社博運社　関西支店 兵庫県神戸市西区見津が丘４丁目１１番４ 078-995-0988

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

株式会社吉富運輸　西神営業所 兵庫県神戸市西区高塚台２丁目１０番地 078-992-2011

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

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

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

平野エクスプレス株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市西区平野町西戸田４３７－２ 078-961-7666

山忠運輸株式会社　神戸西営業所 兵庫県神戸市西区竜が岡４丁目７番９号 078-891-4690

日本安全警備株式会社　西神警送センター 兵庫県神戸市西区糀台５丁目６番３号 078-992-3350

株式会社京神運輸倉庫　本社営業所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２－１－３６９ 078-221-3831

株式会社アウトソーイングシステム　本社 兵庫県神戸市中央区御幸通３丁目１番５号７Ｆ 078-291-5327

神戸物流株式会社　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２ 078-303-7061

株式会社ランドエキスプレス　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地 078-940-5500

西友ライン株式会社　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地 078-304-6030

株式会社西神陸運　本社 兵庫県神戸市中央区港島８丁目１２番地 078-303-6644

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

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

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

株式会社エスキュー物流　本社 兵庫県神戸市中央区港島９丁目２番１０号 078-858-9439

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

株式会社神戸急配社　本社営業所 兵庫県神戸市中央区生田町２丁目２－３ 078-241-1301

２０１８年度（平成３０年度）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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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

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

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

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

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

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１－１－６１ 078-682-1616

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２－１－８ 078-651-2020

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

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

株式会社アサヒセキュリティ　神戸警送事業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１－１０ 078-412-3401

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

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

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

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

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３－４－７ 078-841-2641

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２－７ 078-858-0381

株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店神戸事業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西３丁目１－８ 078-846-1751

株式会社ムービング　西日本センター 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目 078-858-8124

阪神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向洋町西６丁目２０番５号 078-855-2231

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

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

株式会社山口運送　六甲営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１１番地 078-857-6811

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

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

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

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

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

ユナイトサービス株式会社　阪神 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１３３ 078-577-0242

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

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

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

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

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

日本通運株式会社　神戸警送支店 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２番４０号 078-681-4510

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
日通神戸運輸株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市兵庫区高松町２－３２ 078-681-3080

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

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切戸町１－１３ 078-652-1151

柳原運輸株式会社　本社営業所 兵庫県神戸市兵庫区中之島１丁目１番１号 078-681-0037

株式会社カシックス物流　神戸店 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１丁目１７－５ 078-651-7181

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

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２－１－１ 078-986-0029

明石市 日置運送株式会社　本社営業所 兵庫県明石市大久保町谷八木字土林９１５－１ 078-936-4566

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

日本通運株式会社　明石警送課 兵庫県明石市和坂２丁目１４番２３ 078-925-8005

尼崎市 冨士運輸株式会社　本社営業所 兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目１８－２１ 06-6416-2261

株式会社カントウ流通　本社営業所 兵庫県尼崎市稲葉荘４－２０－１ 06-6417-4100

株式会社ハート引越センター　尼崎営業所 兵庫県尼崎市額田町７－２５ 06-7711-0811

株式会社ＴＢシステム　尼崎 兵庫県尼崎市戸ノ内町２－１－４ 06-6494-0037

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

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

和喜輸送株式会社　兵庫営業所 兵庫県尼崎市西向島町２３１－２プロロジスパーク尼崎４階 06-6430-7846

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

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

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

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

株式会社つばめ急便　名神口営業所 兵庫県尼崎市東園田町７丁目５０番１号 06-4960-4154

ユーアイ物流株式会社　本社営業所 兵庫県尼崎市東海岸町１１番地 06-6409-1775

株式会社早喜　尼崎営業所 兵庫県尼崎市南初島町２－４ 06-6480-5502

株式会社ジャストタイム　関西支店 兵庫県尼崎市南城内５２－２ 06-6480-5748

テーエス運輸株式会社　尼崎営業所 兵庫県尼崎市扶桑町１番３６号 06-6481-7706

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

佐川急便株式会社　東神戸営業所 兵庫県尼崎市平左衛門町７－１ 06-6430-1600

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

赤穂市 藤原運送株式会社　赤穂営業所 兵庫県赤穂市中広１３５１－１ 0791-42-4800

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

有限会社かねと運輸　本社 兵庫県赤穂市南野中字島田７８８－４ 0791-42-2759

伊丹市 丸進運輸株式会社　伊丹 兵庫県伊丹市岩屋１丁目８－２７ 072-782-8000

アールライン株式会社　本社営業所 兵庫県伊丹市岩屋１丁目８－２７ 072-767-7039

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

北港運輸株式会社　伊丹支店 兵庫県伊丹市昆陽北１－１－１住友電気工業（株）内 072-781-3314

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

ウエストアクティブトランスポート株式会社　伊丹営業所 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３番地 072-703-3964

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

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

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

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

加古川市 エーエルプラス株式会社　加古川 兵庫県加古川市加古川町河原４２６番地の１ 090-4276-2929

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

石田陸運株式会社　本社 兵庫県加古川市尾上町養田４７８－１ 079-424-2231

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

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

愛運輸株式会社　本社営業所 兵庫県加古川市野口町水足１５１９－１ 079-426-7233

大阪サンヱー物流株式会社　加古川営業所 兵庫県加古川市野口町北野４３０－４ 079-429-6466

ヤマト運輸株式会社　加古川支店 兵庫県加古川市野口町良野字中池９６７ 080-6609-1280

加西市 勇和運輸株式会社　本社 兵庫県加西市三口町１１４３番地の１ 0790-38-0432

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

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

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

トナン輸送株式会社　兵庫営業所 兵庫県加西市北条町古坂７丁目６２ 0790-43-8240

株式会社大島産業　関西営業所 兵庫県加西市北条町東南２０６－１２ 0790-43-1125

株式会社ＦＬＩＮＥ　本社 兵庫県加西市北条町北条５５８－５ 0790-35-8858

佐川急便株式会社　加西営業所 兵庫県加西市網引町字丸山２００１番５３ 0790-49-3500

加東市 第一貨物株式会社　兵庫 兵庫県加東市西古瀬字サヨ田８７６ 0795-43-8118

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 0975-40-7500

テック物流株式会社　関西営業所 兵庫県加東市南山６丁目６－３ 0795-47-6780

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

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

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

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

センターフィールド株式会社　本社 兵庫県宍粟市山崎町田井５４４番地６ 0790-65-9780

篠山市 株式会社ロジスティクス・プラス　ささやま営業所 兵庫県篠山市杉３０５－１ 079-594-1377

有限会社武元重機　本社 兵庫県篠山市藤之木５２８－２ 079-554-5990

株式会社飯尾運輸　篠山営業所 兵庫県篠山市日置２７５番地１ 079-555-2010
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
有限会社藤井運送　本社営業所 兵庫県篠山市八上下１７６番１ 079-552-2580

洲本市 日本安全警備株式会社　淡路営業所 兵庫県洲本市本町６－２－１７ 0799-24-2274

宝塚市 ケイエム運輸有限会社　本社営業所 兵庫県宝塚市亀井町１１－３３ 0797-71-8990

ヤマト運輸株式会社　宝塚高司センター 兵庫県宝塚市高松町１２２番地 080-5098-3284

ジャパントラック大阪株式会社　本社営業所 兵庫県宝塚市山本南１－１３６ 0797-80-3300

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

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亀ケ坪１０６－１，１０６－５・土師字梶ケ谷９８
２－８

0791-66-1222

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

揖龍運送株式会社　本社 兵庫県たつの市揖西町新宮１２８－１ 0791-66-2686

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

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

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

誠和梱枹運輸株式会社　たつの営業所 兵庫県たつの市揖西町南山３丁目３８ 0791-72-8811

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

越野運送株式会社　兵庫営業所 兵庫県たつの市揖保町揖保上字新田４３０ダスキン兵庫西工場内 0791-67-2244

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

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

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

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

株式会社日笠運送　本社営業所 兵庫県高砂市曽根町１７７７ 079-447-1667

曽根運送株式会社　本社営業所 兵庫県高砂市曽根町字スノコ１２９１－１ 079-447-5181

丹波市 西濃運輸株式会社　福知山営業所 兵庫県丹波市市島町下竹田字樽井４１６２番１ 0795-86-1188

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 0795-70-3580

株式会社ジェイエヌ　本社営業所 兵庫県丹波市柏原町挙田字三反田１２７ 0795-72-2005

株式会社キタノライン　本社 兵庫県丹波市氷上町成松字西中坪２７ー２、７８ー１ 0795-86-8222

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

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

豊岡市 兵庫エクスプレス株式会社　本店 兵庫県豊岡市下陰３９７番地の９ 0796-20-1231

株式会社西浦組　本社 兵庫県豊岡市加陽字宮ノ下５６１番地 0796-23-1806

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

有限会社平野運送　本社営業所 兵庫県豊岡市但東町中山９７１番地の２ 0796-53-5007

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 0796-42-1193

西宮市 シモハナ物流株式会社　甲子園 兵庫県西宮市甲子園浜３丁目１ 0798-44-3455

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
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丸善海陸運輸株式会社　関西支店 兵庫県西宮市山口町下山口字西山１３１８番地１ 078-907-1801

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

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

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

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

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

倉本運送株式会社　本社 兵庫県西宮市西宮浜２－８ 0798-26-5133

昇運送株式会社　本社営業所 兵庫県西宮市西宮浜２－８ 0798-33-5497

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

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

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 0798-36-8526

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 0798-64-0978

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

新三興物流株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目２０番２号 0798-31-3521

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

カトーロジスティクス株式会社　西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１－１５ 0798-43-1179

株式会社富士栄　本社営業所 兵庫県西宮市与古道町４－１３ 0798-33-2025

西脇市 飛田運送株式会社　本社 兵庫県西脇市黒田庄町西澤２５４ 0795-28-2456

タナカ物流株式会社　西脇第２物流センター 兵庫県西脇市黒田庄町船町字赤柳５９２番地３ 0795-28-2777

株式会社ヒガシトゥエンティワン　堺ロジネット事業部西脇グループ 兵庫県西脇市和田町字上ノ垣内４８０－１ 0795-23-1552

姫路市 姫路運送株式会社　本社 兵庫県姫路市延末２９５ 079-221-6261

東姫産業有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市花田町加納原田３４１番地の１ 079-253-9112

ヤマト運輸株式会社　姫路東支店 兵庫県姫路市御国野町国分寺字川端１７８番地１、１８０番地 080-5018-6351

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

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番の１ 079-236-7001

株式会社香寺運輸　本社営業所 兵庫県姫路市香寺町中村中ノ坪５４８ 079-232-4866

カンリクＥＸＰＲＥＳＳ関西株式会社　姫路第１ＤＣ 兵庫県姫路市実法寺１００－１ 079-269-1234

有限会社ウエストジャパン・カーゴ　本社営業所 兵庫県姫路市上手野字北代３７０－１ 079-293-0171

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

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

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

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

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

飾磨海運株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿１７０３番１ 079-247-1501
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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

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 079-233-0831

日本通運株式会社　姫路港事業所 兵庫県姫路市飾磨区細江１２９１ 079-234-5511

播州吉川輸送株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区細江１２９２番地の１ 072-235-4061

福本運輸株式会社　本社営業所 兵庫県姫路市飾磨区細江東宮前９７５－３ 079-235-6211

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

中播運輸工業有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町１－３２－１ 079-237-9511

姫路合同貨物自動車株式会社　姫路南営業所 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－３０－１ 079-238-2188

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

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

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

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

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

淡路共正陸運株式会社　姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南２丁目２７番地 079-246-3630

株式会社エネックス　関西支店姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町甲７７９番地１１ 079-246-4134

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

株式会社福山通商　本社営業所 兵庫県姫路市豊富町豊富字野上西通７２１－１ 079-264-2070

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

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

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

坂口運送有限会社　本社営業所 兵庫県姫路市林田町新町字古道１１０１ 079-261-3964

三木市 株式会社Ｊ－ＬＥＸ関西　本社 兵庫県三木市吉川町吉安８７７番地の３１ 0794-72-0494

株式会社ベストランス　三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田１８３８－２３０ 0794-87-7786

ヤクルトロジスティクス株式会社　兵庫三木営業所 兵庫県三木市志染町戸田字中尾１８３８－２６６ 0794-73-8960

ケーサービス有限会社　本社営業所 兵庫県三木市大村６６２－１ 0794-86-7505

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

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

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

朝来市 シグマロジスティクス株式会社　和田山営業所 兵庫県朝来市和田山町枚田庄の田６４１番地 079-672-0507

赤穂郡 株式会社イワサワ　赤穂営業所 兵庫県赤穂郡上郡町光都３丁目１４６５番５４ 0791-58-1202

上郡運送株式会社　本社営業所 兵庫県赤穂郡上郡町与井新字薮之内１３２ 0791-52-0102

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

有限会社山清商事運輸　稲美営業所 兵庫県加古郡稲美町蛸草１番地の１１ 079-495-3378

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
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ホンダ運送株式会社　近畿事業所稲美センター 兵庫県加古郡稲美町六分一１３６２番４１ 079-495-5588

株式会社岸貝物流　東播営業所 兵庫県加古郡播磨町新島１７－２ 079-435-4537

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

三光運輸株式会社　本社 兵庫県神崎郡福崎町高橋字山城２４－１ 0790-22-0022
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