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地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品⽬（任意掲載）
札幌 岩⾒沢市 ヤマト運輸株式会社 岩⾒沢⽀店 北海道岩⾒沢市４条東１３丁⽬１１ 011-330-3333
札幌 岩⾒沢市 岩⾒沢通運株式会社 本社 北海道岩⾒沢市東町６７３番地 0126-22-3437
札幌 岩⾒沢市 札樽⾃動⾞運輸株式会社 岩⾒沢営業所 北海道岩⾒沢市東町２４７ 0126-22-0122
札幌 岩⾒沢市 株式会社トッキュウ 本社営業所 北海道岩⾒沢市栗沢町最上４９８－９ 0126-45-2529
札幌 岩⾒沢市 北海道郵便逓送株式会社 岩⾒沢営業所 北海道岩⾒沢市南町９条２丁⽬８－１ 0126-22-0808
札幌 岩⾒沢市 丸⽟建設運輸株式会社 本社営業所 北海道岩⾒沢市上幌向町５７５番地１ 0126-25-2525
札幌 岩⾒沢市 株式会社開運⼯業 本社営業所 北海道岩⾒沢市上幌向町５５９－１７ 0126-26-1244
札幌 岩⾒沢市 峰延運輸株式会社 本社営業所 北海道岩⾒沢市岡⼭町１２－２９ 0126-23-3868
札幌 岩⾒沢市 ⾕村運輸株式会社 本社営業所 北海道岩⾒沢市岡⼭１２－３１ 0126-22-4466
札幌 岩⾒沢市 北峰運輸株式会社 本社営業所 北海道岩⾒沢市岡⼭町１２－２９ 0126-24-4400
札幌 岩⾒沢市 株式会社⽯北 岩⾒沢営業所 北海道岩⾒沢市岡⼭町１２－３８ 0126-22-4410
札幌 恵庭市 武⽥運輸株式会社 恵庭営業所 北海道恵庭市北柏⽊町３丁⽬１６０－１ 0123-33-5861
札幌 恵庭市 株式会社トランシス 恵庭 北海道恵庭市下島松８０５番地７ 0123-25-9822
札幌 恵庭市 株式会社⽶澤通商 札幌⽀店 北海道恵庭市⼾磯６０４番地２ 0123-35-1818

札幌 恵庭市 ユート運輸倉庫株式会社 営業本部（トラックセンター） 北海道恵庭市⼾磯４７－１７ 0123-34-1000

札幌 恵庭市 株式会社共同物流 本社営業所 北海道恵庭市⼾磯２０１番地８ 0123-25-6662
札幌 恵庭市 レンゴーロジスティクス株式会社 恵庭営業所 北海道恵庭市⼾磯１９３－３ 0123-35-3366
札幌 恵庭市 サッポロ流通システム株式会社 北海道営業所 北海道恵庭市⼾磯５４２－１ 0123-33-1175
札幌 恵庭市 ヤマト運輸株式会社 恵庭⼾磯⽀店 北海道恵庭市恵南３番地１ 011-330-3333
札幌 恵庭市 ヤマト運輸株式会社 恵庭柏陽⽀店 北海道恵庭市柏陽町３丁⽬１－１０ 011-330-3333
札幌 江別市 丸三興業株式会社 本社営業所 北海道江別市⼯栄町２２番地７ 011-384-6965
札幌 江別市 北海道トナミ運輸株式会社 江別営業所 北海道江別市⼯栄町２０番地１９ 011-383-1073
札幌 江別市 株式会社北海道⽇新 江別 北海道江別市⼯栄町１３番地１ 011-391-4300
札幌 江別市 東⽇輸送株式会社 本社営業所 北海道江別市⾓⼭７２番地１４ 011-385-7821
札幌 江別市 株式会社イーグル 本社営業所 北海道江別市⾓⼭２１５番地３１ 011-391-0710
札幌 砂川市 滝川⼩型⾃動⾞運送有限会社 本社営業所 北海道砂川市空知太東１条４－１－３９ 0125-53-3517
札幌 砂川市 サンワ産業株式会社 本社営業所 北海道砂川市⻄３条北２１－１－２２ 0125-53-3488
札幌 砂川市 マル星運輸株式会社 本社営業所 北海道砂川市⻄５条北２２－１－６ 0125-53-3312
札幌 札幌市 株式会社ＴʼｓＧｒｏｕｐ 本社営業所 北海道札幌市北区新琴似１０条４丁⽬１０番１号 011-299-9197
札幌 札幌市 アポロ運輸株式会社 新琴似営業所 北海道札幌市北区新琴似１０条１７丁⽬１番２０号 011-764-0066
札幌 札幌市 株式会社巨都運輸 札幌⻄営業所 北海道札幌市北区新琴似町５６１番地１ 011-788-5945
札幌 札幌市 株式会社ロードリーム 本社営業所 北海道札幌市北区新琴似町７８１番地３ 011-763-5177
札幌 札幌市 旭運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市北区新川５条２０丁⽬２－２０ 011-766-5251
札幌 札幌市 株式会社ＬＮＪ⾃⼯ 札幌⻄営業所 北海道札幌市北区新川⻄３条１丁⽬６６２－３０ 011-769-3205
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札幌 札幌市 有限会社幌南運輸 本社 北海道札幌市北区篠路４条７丁⽬１－１７ 011-771-6611
札幌 札幌市 札幌軽量急送株式会社 本社営業所 北海道札幌市北区⻄茨⼾１条１丁⽬６－７ 011-771-3322
札幌 札幌市 札幌三信運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区東札幌６条１丁⽬２番３０号 011-815-3434
札幌 札幌市 株式会社ワールドサプライ 札幌営業所 北海道札幌市⽩⽯区中央１条３丁⽬６番１、同番２ 011-818-3070
札幌 札幌市 新成運輸株式会社 本社 北海道札幌市⽩⽯区栄通３－２－２２ 011-851-6755
札幌 札幌市 アドバンスクリエイト株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区南郷通１９丁⽬北１番３１号 011-868-7515
札幌 札幌市 佐川急便株式会社 札幌営業所 北海道札幌市⽩⽯区本通１８丁⽬北４－１ 011-865-3349
札幌 札幌市 ⼤⽃運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区流通センター５－２－３３ 011-861-1101
札幌 札幌市 株式会社オリタ物流 ⼤⾕地営業所 北海道札幌市⽩⽯区流通センター７丁⽬１－４０ 011-890-6600
札幌 札幌市 ⽇通札幌運輸株式会社 本社 北海道札幌市⽩⽯区流通センター５－３－１５ 011-861-8111
札幌 札幌市 三ッ輪物流株式会社 ⽩⽯ 北海道札幌市⽩⽯区流通センター３丁⽬１番３４号 011-864-5171
札幌 札幌市 中央トラック株式会社 札幌営業所 北海道札幌市⽩⽯区流通センター５－２－２７ 011-861-1373
札幌 札幌市 ホッコウ物流株式会社 札幌広域営業所 北海道札幌市⽩⽯区流通センター５丁⽬２番８７号 011-867-2121
札幌 札幌市 ⽇晶運輸株式会社 ⼤⾕地営業所 北海道札幌市⽩⽯区流通センター６丁⽬３－４５ 011-895-7727
札幌 札幌市 ⽇本通運株式会社 札幌航空貨物センター 北海道札幌市⽩⽯区流通センター２丁⽬６番６号 011-865-7722
札幌 札幌市 綜合警備保障株式会社 警送北海道⽀社 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町１条２－１００ 011-812-1550
札幌 札幌市 ⼋進運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町４条２丁⽬１３６番６１ 011-823-8111
札幌 札幌市 アポロ運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町４条４丁⽬９５番地１３ 011-841-7100
札幌 札幌市 株式会社丸運トランスポート札幌 札幌営業所 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町４条４丁⽬９３ 011-815-6126
札幌 札幌市 ⿇⽣運送株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町８条１丁⽬５－３ 011-887-7801
札幌 札幌市 株式会社ベストライン 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷３条９丁⽬８番１０号 011-867-0547
札幌 札幌市 株式会社⼤⽇テックランナー 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷３条９丁⽬８－１０ 011-873-4111
札幌 札幌市 有限会社中原興業 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷三条２丁⽬１１－７ 011-871-5843
札幌 札幌市 伊勢運輸株式会社 ⽩⽯営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷４条８丁⽬４－３ 080-8627-7333
札幌 札幌市 東札幌輸送株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷９条９丁⽬３番２７号 011-879-5595
札幌 札幌市 有限会社⽇本総合物流 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区北郷９条７丁⽬７番１８号 011-873-4541
札幌 札幌市 北海道東北名鉄運輸株式会社 札幌⽀店 北海道札幌市⽩⽯区川北２２４６番３ 011-871-2210
札幌 札幌市 北海道⻄濃運輸株式会社 札幌⽀店 北海道札幌市⽩⽯区川下２１６５－１ 011-871-8180
札幌 札幌市 有限会社北海道アロー運輸 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥１条２丁⽬７－１８ 090-3117-6043
札幌 札幌市 エア・ウォーター物流株式会社 札幌流通センター 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥１条２丁⽬１３－１ 011-879-4488
札幌 札幌市 参商輸送株式会社 本社 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥２条４丁⽬７－２５ 011-874-3313
札幌 札幌市 しらいトランク・サポート株式会社 本社 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥３条３丁⽬６番２４号 011-598-0207
札幌 札幌市 有限会社ビーエヌ企画 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥３条３丁⽬６－２４ 011-598-0328
札幌 札幌市 株式会社トッキュウ・ロジ 札幌東営業所 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥５条２丁⽬２－２ 011-826-6655
札幌 札幌市 共通商事株式会社 本社営業所 北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥５条２－６－３５ 011-873-6688
札幌 札幌市 タイヨウ株式会社 重機⾞輌部 北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁⽬１番４１号 011-871-6901
札幌 札幌市 株式会社引越社 札幌⽀店 北海道札幌市厚別区⼤⾕地東１丁⽬３番３３号 011-896-6570
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札幌 札幌市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社 札幌営業所 北海道札幌市厚別区⼤⾕地東２丁⽬１－１８ 011-892-0845
札幌 札幌市 株式会社スリーエス物流 札幌営業所 北海道札幌市厚別区厚別中央１条１－９８９－４５１ 011-892-1108
札幌 札幌市 広野運輸株式会社 厚別営業所 北海道札幌市厚別区厚別中央５条１丁⽬３－２５ 011-375-6581
札幌 札幌市 三陽興発株式会社 本社 北海道札幌市厚別区厚別中央５条１－４－３１ 011-891-1128
札幌 札幌市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 札幌東航空 北海道札幌市清⽥区⾥塚１条２丁⽬１６－４３ 011-889-2250
札幌 札幌市 札幌三信運輸株式会社 ⾥塚営業所 北海道札幌市清⽥区⾥塚１条１丁⽬５２９番地９ 011-815-3434
札幌 札幌市 不⼆運輸株式会社 本社 北海道札幌市清⽥区⾥塚緑が丘９丁⽬２番１号 011-881-1260
札幌 札幌市 星野運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市清⽥区北野２条１丁⽬５番１０号 011-882-1821
札幌 札幌市 光駿輸送株式会社 本社営業所 北海道札幌市清⽥区平岡１条２丁⽬１２番１４号 011-887-3822
札幌 札幌市 札幌軽量急送株式会社 清⽥ 北海道札幌市清⽥区平岡２条４丁⽬１番２８号 011-771-3322
札幌 札幌市 明和⼯業株式会社 本社 営業所 北海道札幌市南区南沢５条４丁⽬７－６ 011-571-2770
札幌 札幌市 ⽇通札幌流通サービス株式会社 東営業所 北海道札幌市東区東苗穂３条３丁⽬１番１０号 011-783-1940
札幌 札幌市 北海道福⼭通運株式会社 本社 北海道札幌市東区東苗穂４条３丁⽬２－１８ 011-784-2989
札幌 札幌市 株式会社キャリーハンズ 本社営業所 北海道札幌市東区東苗穂５条１丁⽬６番１号 011-783-1533
札幌 札幌市 株式会社広信⼯業 本社 北海道札幌市東区東苗穂８条１丁⽬７番１６号 011-783-0729
札幌 札幌市 北海道郵便逓送株式会社 札幌営業所 北海道札幌市東区東雁来７条３丁⽬１－１ 011-791-2622
札幌 札幌市 ⽇本郵便輸送株式会社 札幌 北海道札幌市東区東雁来７条２丁⽬２番３６号 011-781-1250
札幌 札幌市 殖産運輸株式会社 本社 北海道札幌市東区北５１条東７－３－５ 011-764-5323
札幌 札幌市 株式会社増⽥⽜乳運送社 本社営業所 北海道札幌市東区伏古２条４丁⽬１０－２６ 011-781-2996
札幌 札幌市 丸喜運輸株式会社 本社 北海道札幌市東区北丘珠１条４－２－１ 011-791-1708
札幌 札幌市 株式会社札幌清興サービス 本社営業所 北海道札幌市東区北丘珠４条４丁⽬３番６号 011-790-3636
札幌 札幌市 株式会社アスカ運輸 本社 北海道札幌市東区中沼町７８番地９３ 011-792-2233
札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社 ⼤通⻄⽀店 北海道札幌市中央区北７条⻄２１丁⽬２番１号 011-330-3333
札幌 札幌市 札幌急⾏運送株式会社 本社  北海道札幌市中央区北１０条⻄１９丁⽬２番地６ 011-621-3368
札幌 札幌市 ⽇の出運輸株式会社 札幌営業所 北海道札幌市中央区北１２条⻄２０丁⽬１番１０号 ２ 011-641-2743
札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社 栄通センター 北海道札幌市豊平区⽉寒東２条３丁⽬８番１１号 011-330-3333
札幌 札幌市 ⼤同産業株式会社 札幌南営業所 北海道札幌市豊平区平岸⼀条２３丁⽬２番４号 0134-25-4444
札幌 札幌市 株式会社エス・ケー・ライン 本社営業所 北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒１条１丁⽬１番４１号 011-611-0591
札幌 札幌市 株式会社札幌紙流通センター 本社 北海道札幌市⻄区発寒９条１４丁⽬５１６番地４ 011-662-3177
札幌 札幌市 ⽇本通運株式会社 作業オペレーション課 北海道札幌市⻄区発寒１０条１４丁⽬１０６９－７ 011-788-8905
札幌 札幌市 ⽇本図書輸送株式会社 札幌営業所 北海道札幌市⻄区発寒１２条１４－１０７６－６ 011-662-8728
札幌 札幌市 株式会社ヤマカ⼭加運輸 発寒営業所 北海道札幌市⻄区発寒１３条１４丁⽬１０７８－１４ 011-330-1000
札幌 札幌市 札幌共配物流株式会社 本社営業所 北海道札幌市⻄区発寒⼗三条１４丁⽬１０７８－１ 011-661-8511
札幌 札幌市 札幌定温運輸株式会社 札幌営業所 北海道札幌市⻄区発寒１４条１４丁⽬１－１７ 011-664-1551
札幌 札幌市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 札幌⻄航空 北海道札幌市⻄区発寒１５条１４丁⽬４－１ 011-668-5630
札幌 札幌市 株式会社新星流通サービス 本社営業所 北海道札幌市⻄区発寒１５条４丁⽬１０番１６号 011-676-6965
札幌 札幌市 村井運輸株式会社 本社営業所 北海道札幌市⻄区発寒１６条１２－１－２０ 011-661-3145
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札幌 札幌市 株式会社⽥畑商会 本社営業所 北海道札幌市⻄区発寒１６条１４丁⽬３番５号 011-669-4860
札幌 札幌市 札樽⾃動⾞運輸株式会社 札幌⻄⽀店 北海道札幌市⻄区発寒１７条１３丁⽬９３７－１ 011-664-1311
札幌 札幌市 佐川急便株式会社 札幌北営業所 北海道札幌市⻄区⼋軒⼗条⻄１０丁⽬１番２０号 011-621-8113
札幌 札幌市 ヤマト運輸株式会社 札幌⻄⽀店 北海道札幌市⻄区⼋軒１条東４丁⽬１番６５号 011-330-3333
札幌 札幌市 株式会社ブラザー輸送 本社営業所 北海道札幌市東区北２８条東９－４０４－１１６ 011-741-3171
札幌 札幌市 丸豊陸運株式会社 本社 北海道札幌市東区北三⼗条東⼗⼆丁⽬三番⼗⼀号 011-731-6757
札幌 ⼩樽市 共⽴運輸株式会社 ⼩樽営業所 北海道⼩樽市有幌町１－１ 0134-25-4541
札幌 ⼩樽市 北星トラック株式会社 本社営業所 北海道⼩樽市港町５－３ 0134-31-6861
札幌 ⼩樽市 旭進運輸株式会社 本社営業所 北海道⼩樽市築港７－５ 0134-23-6284
札幌 ⼩樽市 松岡満運輸株式会社 ⼩樽営業所 北海道⼩樽市築港５０番２４号 0134-27-3131

札幌 ⼩樽市 ⼤同産業株式会社 本社営業所 北海道⼩樽市⼿宮１丁⽬３番１号 0134-25-4444

札幌 ⼩樽市 ⼤同運輸株式会社 本社営業所 北海道⼩樽市⼿宮１丁⽬３－１ 0134-25-4444
札幌 ⼩樽市 有限会社祝津運送 本社営業所 北海道⼩樽市祝津２－１９１ 0134-25-3622
札幌 ⼩樽市 有限会社嶋﨑産業 本社営業所 北海道⼩樽市船浜町１１４番地１１ 0134-52-3564
札幌 ⼩樽市 佐川急便株式会社 ⼩樽営業所 北海道⼩樽市銭函３丁⽬２６３－１５ 0134-62-7788
札幌 ⼩樽市 共通商事株式会社 ⽯狩営業所 北海道⼩樽市銭函５丁⽬６１番５号 0133-75-5611
札幌 ⼩樽市 ヤマダイ⼤作運輸株式会社 札幌営業所 北海道⼩樽市銭函５丁⽬５０番４ 0133-75-8008
札幌 ⼩樽市 株式会社トッキュウ・ロジ 札幌北営業所 北海道⼩樽市銭函５丁⽬５８－１４ 0133-77-6685
札幌 ⽯狩市 ＳＢＳフレックネット株式会社 ⽯狩南 北海道⽯狩市新港⻄１丁⽬７０２－１８ 0133-77-6193
札幌 ⽯狩市 キャリー株式会社 ⽯狩新港営業所 北海道⽯狩市新港⻄１－７０７－２ 0133-74-9241
札幌 ⽯狩市 三栄運輸株式会社 ⽯狩 営業所 北海道⽯狩市新港⻄１丁⽬７０２番地４－４ 0133-76-6161
札幌 ⽯狩市 有限会社北海道商事 ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港⻄２丁⽬７７０番地１ 0133-77-5928
札幌 ⽯狩市 飯島運輸物流株式会社 ⽯狩 北海道⽯狩市新港⻄１丁⽬７０２－２ 0133-77-5673
札幌 ⽯狩市 ⼤同産業株式会社 ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港⻄１丁⽬７０１番１－２ 0134-25-4444
札幌 ⽯狩市 トラストシステム株式会社 本社 北海道⽯狩市新港⻄２丁⽬７９７番３ 0133-76-6961
札幌 ⽯狩市 有限会社ひまわり ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港⻄２丁⽬７９９番地３ 0133-77-6024
札幌 ⽯狩市 株式会社エース ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港⻄１－７４２－１０ 0133-74-5088
札幌 ⽯狩市 藤栄輸送株式会社 ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港⻄３丁⽬７０１－９ 0133-76-1126
札幌 ⽯狩市 丸交道交株式会社 ⽯狩新港⽀店 北海道⽯狩市新港⻄１－７０３－３ 0133-73-9255
札幌 ⽯狩市 株式会社丸⽇⽇諸産業 ⽯狩新港⽀店 北海道⽯狩市新港⻄１－７００－９ 0133-74-2244
札幌 ⽯狩市 鴻池運輸株式会社 札幌定温流通センター営業所 北海道⽯狩市新港⻄１丁⽬７０６－１ 0133-73-8661
札幌 ⽯狩市 株式会社ティー・エル・エス 新港南常温物流センター 北海道⽯狩市新港南２丁⽬７２５番地１ 0133-60-2626
札幌 ⽯狩市 花王ロジスティクス株式会社 ⽯狩営業所 北海道⽯狩市新港南２丁⽬７１８－６ 0133-60-4511
札幌 ⽯狩市 株式会社アスカロジネット 本社営業所 北海道⽯狩市花川東２条３丁⽬１６番地 0133-72-2266
札幌 ⾚平市 植栄興業株式会社 本社営業所 北海道⾚平市東⽂京町１丁⽬１番地 0125-32-2227
札幌 ⾚平市 ヤマト運輸株式会社 ⾚平センター 北海道⾚平市平岸東町２丁⽬２番３ 011-330-3333
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札幌 千歳市 ヤマト運輸株式会社 千歳旭ヶ丘⽀店 北海道千歳市流通２丁⽬３－１０ 011-330-3333

札幌 千歳市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 北海道貨物センタ北海道千歳市泉沢１００７番地１７０ 0123-28-6211

札幌 千歳市 旭川通運株式会社 臨空センター 北海道北海道千歳市泉沢１００７番２６１ 0123-28-8500
札幌 千歳市 エア・ウォーター物流株式会社 ＢＴ千歳センター 北海道千歳市泉沢１００７番地５８－２ 0123-28-1192
札幌 千歳市 ヤマト運輸株式会社 千歳北⽃⽀店 北海道千歳市北⽃２丁⽬２－１ 011-330-3333
札幌 千歳市 東洋メビウス株式会社 千歳⽀店 北海道千歳市北信濃８５７ 0123-24-2030
札幌 千歳市 鴻池運輸株式会社 千歳営業所 北海道千歳市北信濃７７０－６ 0123-23-5125
札幌 千歳市 株式会社⼾⽥運輸 本社 北海道千歳市上⻑都１０３９ 0123-23-2669
札幌 千歳市 株式会社エスワイプロモーション 札幌営業所 北海道千歳市上⻑都１１１９－２ 0123-22-1141
札幌 千歳市 ⽇本通運株式会社 千歳空港貨物センター 北海道千歳市平和１３８８番地１６ 0123-42-1765
札幌 滝川市 エア・ウォーター物流株式会社 滝川営業所 北海道滝川市北滝の川１３４４－４ 0125-22-0486
札幌 滝川市 北海道郵便逓送株式会社 滝川営業所 北海道滝川市緑町２－７－３５ 0125-23-2265
札幌 滝川市 ヤマト運輸株式会社 滝川⽀店 北海道滝川市流通団地１丁⽬１８－１８ 011-330-3333
札幌 滝川市 佐川急便株式会社 滝川営業所 北海道滝川市流通団地２丁⽬２番２７号 0125-23-2137
札幌 北広島市 さくら運輸株式会社 北広島営業所 北海道北広島市北の⾥２６２－１ 011-373-3636
札幌 北広島市 スミセキ・コンテック株式会社 北広島営業所 北海道北広島市北の⾥５７－２ 011-372-1801
札幌 北広島市 株式会社ニルス 北広島営業所 北海道北広島市共栄３６２番地１ 011-398-6264
札幌 北広島市 株式会社道南エース 本社営業所 北海道北広島市希望ケ丘１丁⽬２－３ 011-377-7288
札幌 北広島市 株式会社真和建機運輸 輪厚営業所 北海道北広島市輪厚３０３－５ 011-377-1001
札幌 北広島市 丸吉ロジ株式会社 本社営業所 北海道北広島市輪厚６８１－１４ 011-376-3800
札幌 北広島市 株式会社トッキュウ 札幌営業所 北海道北広島市⼤曲⼯業団地３丁⽬５－３ 011-377-2331
札幌 北広島市 ヤマト運輸株式会社 北広島⼤曲センター 北海道北広島市⼤曲⼯業団地６丁⽬２－５ 011-330-3333
札幌 北広島市 株式会社暁運輸 ⼤曲営業所 北海道北広島市⼤曲⼯業団地６－３－３ 011-377-8521
札幌 北広島市 株式会社エフ・シー・ティー 本社営業所 北海道北広島市⼤曲⼯業団地６丁⽬３番地５ 011-377-9651
札幌 北広島市 栗林海陸輸送株式会社 新聞輸送所 北海道北広島市⼤曲⼯業団地６丁⽬２番地８ 011-377-9580
札幌 北広島市 エア・ウォーター物流株式会社 ⼤曲営業所 北海道北広島市⼤曲⼯業団地７丁⽬２番２ 011-377-2608
札幌 北広島市 ワールドトランス株式会社 緑ヶ丘 北海道北広島市⼤曲緑ヶ丘７丁⽬１７ 011-688-7248
札幌 北広島市 株式会社中央⾺匹輸送 本社 北海道北広島市⼤曲並⽊２丁⽬２－７ 0123-34-5050
札幌 北広島市 株式会社エネックス 北海道⽀店 北海道北広島市⼤曲⼯業団地３丁⽬４－１１ 011-377-2736
札幌 ⼣張市 ヤマト運輸株式会社 ⼣張センター 北海道⼣張市紅葉⼭４７１－１ 011-330-3333
札幌 ⼣張市 北寿産業株式会社 本社営業所 北海道⼣張市清⽔沢清栄町１０２番地 0123-59-2431
札幌 虻⽥郡 北海道郵便逓送株式会社 倶知安営業所 北海道虻⽥郡倶知安町南５条⻄１丁⽬２６番地 0136-22-4589
札幌 虻⽥郡 ニセコ環境株式会社 本社営業所 北海道虻⽥郡倶知安町字峠下１２８番地１ 0136-22-0745
札幌 虻⽥郡 牧野⼯業株式会社 本社営業所 北海道虻⽥郡ニセコ町字⾥⾒６１番地１ 0136-44-2280
札幌 岩内郡 平野運輸有限会社 本社営業所 北海道岩内郡共和町梨野舞納１５－１ 0135-62-0681
札幌 空知郡 丸喜運輸株式会社 北海道営業所 北海道空知郡栗沢町由良１５番地７ 0126-45-2541

5／12　ページ



地区名 市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品⽬（任意掲載）
札幌 空知郡 株式会社Ｈ．Ｆ．Ｔ 南幌営業所 北海道空知郡南幌町８１番地１ 011-398-3087
札幌 空知郡 株式会社札幌サン物流産業 本社営業所 北海道空知郡南幌町南１０線⻄１４（晩翠⼯業団地） 011-378-2777
札幌 ⽯狩郡 株式会社ミカタ 当別営業所 北海道⽯狩郡当別町対雁３２番地１８ 0133-23-2662
札幌 ⽯狩郡 株式会社⼭内産業 本社営業所 北海道⽯狩郡当別町六軒町１５－１ 0133-25-2225
札幌 ⼣張郡 ヤマト運輸株式会社 ⼣張⽀店 北海道⼣張郡由仁町東栄８０－２ 011-330-3333
札幌 ⼣張郡 堀⽥⼯業運輸有限会社 本社営業所 北海道⼣張郡⻑沼町字⾺追原野１４８２－１５ 0123-89-2308

札幌 ⼣張郡 株式会社イーアールテック 本社営業所 北海道⼣張郡⻑沼町⽊詰１２１７番地 0123-82-1831

札幌 ⼣張郡 有限会社ゆうせい運輸 本社営業所 北海道⼣張郡栗⼭町字旭台１－９９ 0123-72-1722
旭川 旭川市 北海道東北名鉄運輸株式会社 旭川⽀店 北海道旭川市新星町１丁⽬２－３７ 0166-26-6400
旭川 旭川市 株式会社パールライン 本社営業所 北海道旭川市流通団地４条５丁⽬３１番地１ 0166-74-6788
旭川 旭川市 株式会社サンテック 本社営業所 北海道旭川市北⾨町１８丁⽬２１５５－２ 0166-55-0200

旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社 旭川南⽀店
北海道旭川市神楽４条１０丁⽬４５０、４４１－６２，
６５，１０

080-5044-1837

旭川 旭川市 有限会社旭川荷役輸送 本社 北海道旭川市東鷹栖四線１０号６番地２ 0166-58-7101
旭川 旭川市 札幌新聞輸送株式会社 旭川営業所 北海道旭川市東鷹栖４線１０号４－１３ 0166-57-3321
旭川 旭川市 株式会社サカイ引越センター 旭川⽀社 北海道旭川市豊岡六条４丁⽬１１番１６号 0166-45-1141
旭川 旭川市 株式会社速達輸送 本社営業所 北海道旭川市⼯業団地４条２丁⽬１－３２ 0166-39-7588
旭川 旭川市 株式会社新聞発送センター 本社営業所 北海道旭川市⼯業団地４条３丁⽬２番１６号 0166-36-7833
旭川 旭川市 ユート運輸倉庫株式会社 旭川営業所 北海道旭川市⼯業団地４条２丁⽬３番２号 0166-36-7337
旭川 旭川市 佐川急便株式会社 旭川営業所 北海道旭川市⼯業団地４条３丁⽬１番１８号 0166-36-4155
旭川 旭川市 株式会社旭川物流 本社 北海道旭川市⼯業団地５条３丁⽬２－１２ 0166-36-3939
旭川 旭川市 北海道トナミ運輸株式会社 旭川営業所 北海道旭川市⼯業団地５条２丁⽬１番９号 0166-73-5115
旭川 旭川市 北海道郵便逓送株式会社 旭川営業所 北海道旭川市東旭川町共栄１２４番地５ 0166-48-4800
旭川 旭川市 株式会社北海⼩型運輸 本社営業所 北海道旭川市永⼭１条１丁⽬１－６０ 0166-26-1000
旭川 旭川市 ⽇本通運株式会社 旭川航空貨物センター 北海道旭川市永⼭１条２丁⽬３－１６ 0166-47-9233

旭川 旭川市 株式会社エース 旭川第⼆営業所 北海道旭川市永⼭３条２丁⽬２番３号 0166-85-6560

旭川 旭川市 旭川郵便輸送株式会社 旭川営業所 北海道旭川市永⼭七条１丁⽬１－６ 0166-23-5385
旭川 旭川市 ヤマト運輸株式会社 道北主管⽀店 北海道旭川市永⼭北１条９丁⽬２０－１ 0166-47-4274
旭川 旭川市 札幌定温運輸株式会社 旭川営業所 北海道旭川市流通団地２条３丁⽬２７ 0166-48-4991
旭川 旭川市 ホッコウ物流株式会社 旭川⽀店 北海道旭川市流通団地３条５丁⽬１４番地 0166-48-3000
旭川 旭川市 札樽⾃動⾞運輸株式会社 旭川⽀店 北海道旭川市流通団地３条５丁⽬ 0166-48-7711
旭川 旭川市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 旭川営業所 北海道旭川市永⼭北１条８丁⽬４０-３ 0166-47-0202
旭川 旭川市 有限会社きし運送 本社営業所 北海道旭川市永⼭北１条８丁⽬４０番地１０ 0166-25-4001
旭川 旭川市 有限会社丸千急送 本社営業所 北海道旭川市永⼭北２条９丁⽬３－２ 0166-73-8507
旭川 ⼠別市 ヤマト運輸株式会社 ⼠別⽀店 北海道⼠別市⻄３条１０丁⽬４４３番地 080-6604-7996
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旭川 深川市 佐川急便株式会社 深川営業所 北海道深川市北光町３丁⽬４番３号 0164-23-3111
旭川 稚内市 株式会社北⽇本物流 本社営業所 北海道稚内市末広１丁⽬３－６ 0162-24-3636
旭川 稚内市 ヤマト運輸株式会社 稚内⽀店 北海道稚内市末広４－３４－６２ 080-5068-2950
旭川 稚内市 佐川急便株式会社 稚内営業所 北海道稚内市末広５丁⽬３番１５号 0162-34-2711
旭川 稚内市 錦産業株式会社 本社営業所 北海道稚内市朝⽇３丁⽬２１８５－１４ 0162-32-3360
旭川 稚内市 エア・ウォーター物流株式会社 稚内営業所 北海道稚内市声問４丁⽬１８番２２号 0162-26-2711
旭川 富良野市 佐川急便株式会社 富良野営業所 北海道富良野市花園町１－１７ 0167-39-1144
旭川 名寄市 ユート運輸倉庫株式会社 名寄営業所 北海道名寄市東１条南３丁⽬７番地 050-3533-0932
旭川 名寄市 株式会社ひまわり 本社営業所 北海道名寄市字⼤橋１３９－１０ 01654-3-1515
旭川 名寄市 ヤマト運輸株式会社 名寄⽀店 北海道名寄市徳⽥２３６－１・４ 080-5068-2953
旭川 名寄市 佐川急便株式会社 名寄営業所 北海道名寄市徳⽥２８５番３ 01654-2-3811
旭川 名寄市 有限会社名寄トラック 本社営業所 北海道名寄市字豊栄１２７－４ 01654-2-4666
旭川 留萌市 株式会社丸運トランスポート札幌 留萌営業所 北海道留萌市船場町１丁⽬１２－３ 0164-43-2236
旭川 留萌市 ヤマト運輸株式会社 留萌⽀店 北海道留萌市沖⾒町２丁⽬２１２－１－１の内 080-6699-9483
旭川 留萌市 真⽥運輸株式会社 本社営業所 北海道留萌市東雲町２丁⽬１－３ 0164-42-0840

旭川 留萌市 ホクレン運輸株式会社 留萌営業所 北海道留萌市潮静４丁⽬２８番地 0164-43-7514

旭川 留萌市 松岡満運輸株式会社 留萌営業所 北海道留萌市南町４丁⽬１４２，１４４，１４５ 0164-42-1843
旭川 留萌市 ケイセイ運輸株式会社 本社営業所 北海道留萌市港町２丁⽬４１ 0164-42-8118
旭川 枝幸郡 佐川急便株式会社 浜頓別営業所 北海道枝幸郡浜頓別町南２条５丁⽬７番地 01634-2-0333
旭川 枝幸郡 天北運送株式会社 本社営業所 北海道枝幸郡浜頓別町⼤通７丁⽬７番地 01634-2-2010
旭川 枝幸郡 ホッコウ物流株式会社 枝幸営業所 北海道枝幸郡枝幸町幸町８１２２番地 01636-2-2041
旭川 上川郡 株式会社丸善運輸 本社営業所 北海道上川郡美瑛町旭町１丁⽬６番１７号 0166-92-1628
旭川 上川郡 株式会社新聞協同運輸 本社営業所 北海道上川郡鷹栖町２９６２番地３６２ 0166-59-3100
旭川 中川郡 ホッコウ物流株式会社 美深営業所 北海道中川郡美深町字富岡１６８番地６ 01656-2-4040
旭川 天塩郡 エア・ウォーター物流株式会社 豊富営業所 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ３２２８番１９ 0162-82-3412
旭川 天塩郡 ヤマト運輸株式会社 北海道豊富センター 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ３２２８番２４ 080-5044-1706
旭川 利尻郡 ヤマト運輸株式会社 利尻⽀店 北海道利尻郡利尻富⼠町鴛泊字富⼠野９－１０ 080-6697-6111
旭川 利尻郡 利尻島運輸株式会社 本社営業所 北海道利尻郡利尻町沓形字本町１１番２ 0163-84-2424
旭川 留萌郡 ⼩平⾃動⾞運輸株式会社 本社営業所 北海道留萌郡⼩平町字⼩平町４３３－１４ 0164-56-2301
旭川 礼⽂郡 ヤマト運輸株式会社 礼⽂⽀店 北海道礼⽂郡礼⽂町⼤字⾹深村字ランニ９４６番 080-6604-8040
函館 函館市 北海道郵便逓送株式会社 函館 北海道函館市千歳町１７－４ 0138-22-4093
函館 函館市 有限会社キスギ 本社 北海道函館市⼊⾈町１４－１１ 0138-26-1409
函館 函館市 ヤマト運輸株式会社 函館ベイ⽀店 北海道函館市⼤⼿町５番８号 080-5045-0543
函館 函館市 ヤマトボックスチャーター株式会社 函館⽀店 北海道函館市港町３丁⽬１９番１号 0138-62-5011
函館 函館市 株式会社⽥島運輸 本社営業所 北海道函館市港町１－１７－１８ 0138-41-3657
函館 函館市 株式会社道南エース 函館 北海道函館市⻄桔梗町５８９－４１ 0138-48-5188
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函館 函館市 東⼀運送株式会社 本社 北海道函館市⻄桔梗町５８９－１４４ 0138-49-5522
函館 函館市 佐川急便株式会社 函館営業所 北海道函館市⻄桔梗町５８９番地１９６ 0138-49-1311
函館 函館市 札幌通運株式会社 函館⽀店 北海道函館市⻄桔梗町５８９－１４９ 0138-49-5555
函館 函館市 共通運送株式会社 函館 北海道函館市⻄桔梗町８６３番地４ 0138-48-8288
函館 函館市 ヤマト運輸株式会社 南茅部センター 北海道函館市川汲町１３５３－１ 080-5045-0557
函館 函館市 株式会社ハート引越センター 函館営業所 北海道函館市⾼松町５０５－１２ 0138-59-1910
函館 北⽃市 ⼋潮運輸株式会社 本社 北海道北⽃市萩野３５－４ 0138-84-8400
函館 北⽃市 北海道福⼭通運株式会社 函館⽀店 北海道北⽃市清⽔川２２６－５ 0138-77-7460
函館 北⽃市 株式会社エス・シー・ティ 函館⽀店 北海道北⽃市追分３－１－９ 0138-42-8282
函館 北⽃市 株式会社三共⽣コンクリート販売 本社 北海道北⽃市七重浜７－１５－１５ 0138-49-5078
函館 北⽃市 厚⽣運輸株式会社 本社 北海道北⽃市久根別５丁⽬１０３番地１ 0138-73-1514
函館 奥尻郡 ヤマト運輸株式会社 奥尻センター 北海道奥尻郡奥尻町字球浦６２６ 080-5045-0551
函館 茅部郡 ヤマト運輸株式会社 かやべ⽀店 北海道茅部郡⿅部町字宮浜３５３番２ 080-5045-0556
函館 茅部郡 ヤマト運輸株式会社 北海道森センター 北海道茅部郡森町森川町２９１－８６ 080-5045-0545
函館 ⻲⽥郡 株式会社函館⾷品運輸 本社 北海道⻲⽥郡七飯町字峠下４０５－４ 0138-65-5056
函館 ⻲⽥郡 ⼤⽴運輸株式会社 函館 営業所 北海道⻲⽥郡七飯町字峠下７０番１８ 0138-64-6488
函館 ⻲⽥郡 有限会社鈴⽊運輸 本社営業所 北海道⻲⽥郡七飯町字中島２０８－６ 0138-66-2061
函館 ⻲⽥郡 ⽯油輸送株式会社 函館営業所 北海道⻲⽥郡七飯町字上藤城３－１９ 0138-77-5120
函館 久遠郡 ヤマト運輸株式会社 北海道せたな⽀店 北海道久遠郡せたな町北桧⼭区北桧⼭２１１－５ 080-5045-0554
函館 久遠郡 ⽇通函館運輸株式会社 せたな 北海道久遠郡せたな町北桧⼭区北桧⼭１２５番４ 0137-84-5224
函館 ⼭越郡 ヤマト運輸株式会社 ⻑万部センター 北海道⼭越郡⻑万部町字平⾥１２－１２１ 080-5045-0553
函館 ⼭越郡 北海道郵便逓送株式会社 ⻑万部 北海道⼭越郡⻑万部町字⻑万部２９１ 01377-2-3002
函館 松前郡 ヤマト運輸株式会社 北海道松前⽀店 北海道松前郡松前町字建⽯５７番１ 080-5045-0549
函館 上磯郡 株式会社⻘函運輸 本社営業所 北海道上磯郡⽊古内町字新道１０７－６ 01392-2-1075
函館 上磯郡 株式会社エス・シー・ティ 本社 北海道上磯郡知内町字重内３１－１３８ 01392-5-5138
函館 ⼆海郡 佐川急便株式会社 ⼋雲営業所 北海道⼆海郡⼋雲町内浦町２３４番３ 0137-64-3558
函館 桧⼭郡 佐川急便株式会社 江差営業所 北海道桧⼭郡江差町字柳崎町１０５－２ 0139-53-6246
室蘭 伊達市 ヤマト運輸株式会社 伊達⽀店 北海道伊達市末永町９－１４ 080-5044-1373
室蘭 室蘭市 エア・ウォーター物流株式会社 室蘭営業所 北海道室蘭市港北町１丁⽬２５－３５ 0143-55-7121
室蘭 室蘭市 北海道郵便逓送株式会社 室蘭営業所 北海道室蘭市⽇の出町１丁⽬６－２０ 0143-44-0727
室蘭 室蘭市 アートコーポレーション株式会社 室蘭⽀店 北海道室蘭市東町３丁⽬２番１８ 0143-44-0123
室蘭 室蘭市 北海道福⼭通運株式会社 室蘭営業所 北海道室蘭市東町３丁⽬２－１ 0143-42-4117
室蘭 室蘭市 佐川急便株式会社 室蘭営業所 北海道室蘭市東町３丁⽬１－４３ 0143-43-2297
室蘭 室蘭市 ⽇本通運株式会社 室蘭物流センター 北海道室蘭市御崎町１丁⽬３５－１ 0143-22-3166
室蘭 登別市 ホッコウ物流株式会社 室蘭営業所 北海道登別市千歳町２丁⽬１２番６ 0143-81-5111
室蘭 登別市 ヤマト運輸株式会社 室蘭⽀店 北海道登別市鷲別町６丁⽬３７－１ 0143-86-3771
室蘭 苫⼩牧市 株式会社ニルス 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市⼀本松町１１番４号 0144-61-1264
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室蘭 苫⼩牧市 東北陸運株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市⼀本松町１５番１１０ 0144-55-6166
室蘭 苫⼩牧市 ヤマト運輸株式会社 苫⼩牧港⽀店 北海道苫⼩牧市⼀本松町１２－４ 080-5044-1344
室蘭 苫⼩牧市 ⽇の出運輸株式会社 苫⼩牧物流センター 北海道苫⼩牧市⼀本松町１５－８６ 0144-84-8455
室蘭 苫⼩牧市 菱中海陸運輸株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市晴海町４３番地４９ 0144-57-7955
室蘭 苫⼩牧市 ナラサキスタックス株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市晴海町４３番地１ 0144-57-8001
室蘭 苫⼩牧市 北海道郵便逓送株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市船⾒町１丁⽬１－２４ 0144-32-2509
室蘭 苫⼩牧市 協伸運輸株式会社 本社営業所 北海道苫⼩牧市新開町２丁⽬６－３ 0144-55-5355
室蘭 苫⼩牧市 株式会社上組 苫⼩牧⽀店 北海道苫⼩牧市柳町２丁⽬８ 0144-57-2561
室蘭 苫⼩牧市 北星トラック株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市新明町１丁⽬３－２ 0144-55-3071
室蘭 苫⼩牧市 王⽊輸送株式会社 本社営業所 北海道苫⼩牧市新明町５丁⽬１－１ 0144-55-2525
室蘭 苫⼩牧市 第三運輸株式会社 本社営業所 北海道苫⼩牧市新明町１丁⽬２－１６ 0144-55-2401
室蘭 苫⼩牧市 苫幸運輸株式会社 本社営業所 北海道苫⼩牧市新明町３丁⽬５番１２号 0144-55-8216
室蘭 苫⼩牧市 栗林海陸輸送株式会社 本社営業所 北海道苫⼩牧市新明町４丁⽬２２番３号 0144-55-3001
室蘭 苫⼩牧市 エア・ウォーター物流株式会社 苫⼩牧区域営業所 北海道苫⼩牧市新明町１丁⽬４－１５ 0144-55-0421
室蘭 苫⼩牧市 極東運輸株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市新明町５丁⽬２－６ 0144-55-4425
室蘭 苫⼩牧市 札幌通運株式会社 苫⼩牧⽀店 北海道苫⼩牧市新明町３丁⽬２－４ 0144-55-5291
室蘭 苫⼩牧市 株式会社ベスト・トランスポート 北海道営業所 北海道苫⼩牧市新明町１丁⽬２番１２号 0144-55-6446
室蘭 苫⼩牧市 北海道福⼭通運株式会社 苫⼩牧⽀店 北海道苫⼩牧市あけぼの町５丁⽬１－１８ 0144-57-1461
室蘭 苫⼩牧市 ヤマト運輸株式会社 苫⼩牧⻄⽀店 北海道苫⼩牧市有明町２丁⽬１０－２ 080-5044-1333
室蘭 苫⼩牧市 北海道エネライン株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市⽇吉町１丁⽬４番１ 0144-74-5666
室蘭 苫⼩牧市 アヅマ⽯油荷役サービス株式会社 苫⼩牧⻄営業所 北海道苫⼩牧市豊川町３丁⽬２２－２４ 0144-74-9038
室蘭 苫⼩牧市 株式会社⼤興物流 本社営業所 北海道苫⼩牧市ウトナイ北４丁⽬５番３８号 0144-55-1330
室蘭 苫⼩牧市 栄光運輸株式会社 苫⼩牧⽀店 北海道苫⼩牧市ウトナイ南８丁⽬１番５号 0144-55-5510
室蘭 苫⼩牧市 富⼠トラック株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市沼の端２－３４ 0144-55-0155
室蘭 苫⼩牧市 ⽇⽴物流ダイレックス株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市字植苗１３８番地３ 0144-84-6711
室蘭 苫⼩牧市 株式会社北炭ゼネラルサービス 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市あけぼの町１丁⽬２－１ 0144-55-9088
室蘭 苫⼩牧市 三ッ輪物流株式会社 苫⼩牧⽀店 北海道苫⼩牧市あけぼの町１丁⽬１番１２号 0144-55-7246
室蘭 苫⼩牧市 株式会社丸運トランスポート札幌 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市あけぼの町１丁⽬６－３ 0144-55-3615
室蘭 苫⼩牧市 宮城近交運輸株式会社 北海道 北海道苫⼩牧市真砂町４１－４ 0749-65-8001
室蘭 苫⼩牧市 峰延運輸株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市真砂町３６－１０ 0144-56-2242
室蘭 苫⼩牧市 中央トラック株式会社 苫⼩牧営業所 北海道苫⼩牧市⼀本松町４－６ 0144-55-4583
室蘭 ⽇⾼郡 ヤマト運輸株式会社 静内⽀店 北海道⽇⾼郡新ひだか町静内⾼砂町１丁⽬１番１ 080-5068-1340
室蘭 ⽇⾼郡 松岡満運輸株式会社 新ひだか営業所 北海道⽇⾼郡新ひだか町静内⽊場町２丁⽬３５番１７ 0146-43-1311
室蘭 ⽇⾼郡 佐川急便株式会社 静内営業所 北海道⽇⾼郡新ひだか町静内末広町３丁⽬４－６ 0146-42-8811
室蘭 ⽩⽼郡 有限会社ビーエヌ企画 ⽩⽼営業所 北海道⽩⽼郡⽩⽼町字⽯⼭７１－９の内 0144-83-6004
室蘭 ⽩⽼郡 ヤマト運輸株式会社 ⽩⽼⽀店 北海道⽩⽼郡⽩⽼町字⽯⼭９－３４ 080-5044-1349
室蘭 幌泉郡 ヤマト運輸株式会社 えりも・様似センター 北海道幌泉郡えりも町⼤和２１６－６ 080-5044-1427
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室蘭 勇払郡 ⽇豊運輸株式会社 厚真営業所 北海道勇払郡厚真町錦町１０－２ 0145-26-7688

室蘭 勇払郡 ノーザントランスポートサービス株式会社 苫⼩牧営業所 北海道勇払郡厚真町字浜厚真１７番１２号、１７番１８号 0145-26-8522

釧路 釧路市 株式会社⽶澤通商 釧路⽣鮮センター 北海道釧路市新富⼠町６丁⽬２番１４ 0154-65-5926
釧路 釧路市 ⽇本通運株式会社 釧路航空貨物センター 北海道釧路市新富⼠町６－２－１７ 0154-53-2202
釧路 釧路市 佐川急便株式会社 釧路営業所 北海道釧路市新富⼠町１丁⽬２－１５ 0154-51-9630
釧路 釧路市 ダイセー北海道株式会社 釧路ハブセンター 北海道釧路市星が浦北３丁⽬１－２７ 0154-53-2062
釧路 釧路市 熱原輸送株式会社 釧路営業所 北海道釧路市星が浦北４丁⽬１番７号 0154-51-0764
釧路 釧路市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 釧路営業所 北海道釧路市星が浦⼤通５丁⽬１－７ 0154-53-3320
釧路 釧路市 株式会社北海道丸和ロジスティクス 釧路営業所 北海道釧路市星が浦⼤通３丁⽬７番１０号 0154-52-7981
釧路 釧路市 有限会社海野運輸 本社営業所 北海道釧路市星が浦南１丁⽬２番１２号 0154-53-2540
釧路 釧路市 網⾛交通株式会社 釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２－４－１６ 0154-65-6109
釧路 釧路市 株式会社エース 釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１丁⽬３－４４ 0154-55-3323
釧路 釧路市 有限会社たけむら 釧路営業所 北海道釧路市星が浦南１丁⽬４番８号 0154-55-6117
釧路 釧路市 三ッ輪物流株式会社 本社営業所 北海道釧路市星が浦南４丁⽬１－１０ 0154-51-0235
釧路 釧路市 北海道⻄濃運輸株式会社 釧路営業所 北海道釧路市星が浦南２丁⽬７－１１ 0154-51-7611
釧路 釧路市 株式会社ホームエネルギー北海道 釧路センター 北海道釧路市星が浦南１丁⽬１－１０ 0154-53-2817
釧路 釧路市 釧路陸運株式会社 本社 北海道釧路市⻄港２丁⽬１０１番地１１ 0154-53-8061
釧路 釧路市 釧路急⾏有限会社 本社営業所 北海道釧路市鶴野東１－２－１０ 0154-51-3902
釧路 釧路市 野村運輸株式会社 本社営業所 北海道釧路市鶴野東２丁⽬２２－２７ 0154-52-5808
釧路 釧路市 札幌新聞輸送株式会社 釧路営業所 北海道釧路市新釧路町１４番１号 0154-25-8581
釧路 釧路市 北海道郵便逓送株式会社 釧路営業所 北海道釧路市⼊江町１２－１０ 0154-22-3083
釧路 釧路市 ⽇晶運輸株式会社 釧路営業所 北海道釧路市阿寒町下⾆⾟⼗⼆線３８番３１ 0154-35-1202
釧路 釧路市 太平洋運輸株式会社 本社 北海道釧路市⾙塚３－７－２２ 0154-41-4471
釧路 釧路市 株式会社⽶澤通商 釧路営業所 北海道釧路市⾙塚１丁⽬４－２２ 0154-44-6555
釧路 釧路市 全国酪農飼料株式会社 釧路営業所 北海道釧路市⻄港２丁⽬１０１－２ 0154-55-2210
釧路 根室市 佐川急便株式会社 根室営業所 北海道根室市花園町７丁⽬１０番地 0153-73-2588
釧路 根室市 花咲運輸株式会社 本社営業所 北海道根室市花咲港１０９ 0153-25-8321
釧路 根室市 明協運輸株式会社 穂⾹事業所 北海道根室市穂⾹１８０番地７ 0153-24-8018
釧路 釧路郡 北州運輸株式会社 本社 北海道釧路郡釧路町中央１－１８ 0154-40-2037
釧路 厚岸郡 株式会社浜中運輸 本社営業所 北海道厚岸郡浜中町浜中桜⻄２４番地 0153-64-2116
釧路 川上郡 丸越運輸株式会社 本社営業所 北海道川上郡標茶町常盤３丁⽬１８番地 015-485-2405
釧路 標津郡 株式会社ルート 中標津営業所 北海道標津郡中標津町東２８条北７丁⽬１番地５ 01537-8-7295
釧路 標津郡 佐川急便株式会社 中標津営業所 北海道標津郡中標津町東４１条北１丁⽬２番地 0153-73-2588
釧路 標津郡 東盛運輸株式会社 本社 北海道標津郡標津町南６条⻄１丁⽬１番１２－２号 0153-82-2010
釧路 標津郡 東盛運輸株式会社 中標津 北海道標津郡中標津町字当幌１３２３番地３ 0153-79-2902
⼗勝 帯広市 有限会社Ｆ－ＣＡＲＧＯ 帯広営業所 北海道帯広市⻄１５条北５丁⽬１番地１８ 0155-67-7083
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⼗勝 帯広市 ホクブトランスポート株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄⼗⼋条北１丁⽬６番地４ 0155-67-6253
⼗勝 帯広市 株式会社サカイ引越センター 帯広⽀社 北海道帯広市⻄１９条北１丁⽬４－８ 0155-38-5016
⼗勝 帯広市 ⽇標運輸株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄１９条北１丁⽬６番３号 0155-67-1801
⼗勝 帯広市 北海道トナミ運輸株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄１９条北１丁⽬１番地２ 0155-58-4821
⼗勝 帯広市 株式会社サムタック 本社営業所 北海道帯広市⻄２０条北２丁⽬２－１６ 0155-33-3818
⼗勝 帯広市 ユート運輸倉庫株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄２０条北２丁⽬２３番地３ 0155-35-9456
⼗勝 帯広市 札樽⾃動⾞運輸株式会社 帯広⽀店 北海道帯広市⻄２０条北１丁⽬７－５・１０ 0155-36-5511
⼗勝 帯広市 佐川急便株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄２３条北１丁⽬１５－２４ 0155-37-5500
⼗勝 帯広市 株式会社エストランス 本社営業所 北海道帯広市⻄２４条北２丁⽬５番地９８ 0155-37-5773
⼗勝 帯広市 幸福運輸株式会社 本社営業所 北海道帯広市⻄２４条北２丁⽬５－６０，５－１０２ 0155-37-2002
⼗勝 帯広市 ヤマト運輸株式会社 ⻄帯広⽀店 北海道帯広市⻄１９条南４丁⽬２番地３３ 080-5045-2826
⼗勝 帯広市 株式会社帯広運輸 本社営業所 北海道帯広市⻄２０条南１丁⽬１４－２８ 0155-36-2431
⼗勝 帯広市 東勝物流株式会社 本社営業所 北海道帯広市⻄２０条南１丁⽬１４ 0155-33-8222
⼗勝 帯広市 札通トランスライン株式会社 ⼗勝営業所 北海道帯広市⻄２０条南１丁⽬１４－１２ 0155-38-2177
⼗勝 帯広市 北海道郵便逓送株式会社 帯広営業所 北海道帯広市⻄２０条南１丁⽬１４－４５ 0155-34-2686
⼗勝 帯広市 ⽇本通運株式会社 帯広⽀店 北海道帯広市⻄２０条南１丁⽬１番地 0155-41-1111
⼗勝 帯広市 株式会社ハート引越センター 帯広営業所 北海道帯広市⻄２１条南５丁⽬１８番５号 0155-41-0033
⼗勝 帯広市 ⼤正運輸株式会社 本社営業所 北海道帯広市昭和町基線１０７－２４ 0155-64-5356
⼗勝 河⻄郡 株式会社⽶澤通商 本社 北海道河⻄郡芽室町東芽室北１線４－４ 0155-62-5880
⼗勝 河⻄郡 株式会社ルート 帯広営業所 北海道河⻄郡芽室町東芽室北１線２０番地３８ 0155-67-4836
⼗勝 河⻄郡 タイヨウ株式会社 帯広営業所 北海道河⻄郡芽室町東芽室北１線１８－１９ 0155-62-6633
⼗勝 河⻄郡 道勝運輸株式会社 帯広営業所 北海道河⻄郡芽室町東芽室北１線３ 0155-37-2094
⼗勝 河⻄郡 札幌通運株式会社 ⼗勝⽀店 北海道河⻄郡芽室町東芽室北１線２２－７ 0155-61-3611
⼗勝 河⻄郡 札幌新聞輸送株式会社 帯広営業所 北海道河⻄郡芽室町東芽室基線１９－２９ 0155-61 -
⼗勝 河東郡 広野運輸株式会社 帯広営業所 北海道河東郡⾳更町字⾳更⻄３線８番地１６ 0155-67-1137
⼗勝 河東郡 ⼠幌運輸有限会社 本社 北海道河東郡⼠幌町字⼠幌⻄２線１３８番１９ 01564-5-2456
⼗勝 河東郡 ヤマト運輸株式会社 ⼗勝⼠幌センター 北海道河東郡⼠幌町字⼠幌⻄１線１６７番地１１ 080-5043-3426
⼗勝 広尾郡 ⼤北運輸株式会社 広尾営業所 北海道広尾郡広尾町字紋別１８線４９ 01558-5-2547
⼗勝 ⾜寄郡 ヤマト運輸株式会社 ⼗勝北⽀店 北海道⾜寄郡⾜寄町南７条１丁⽬４１ 080-5043-3420
⼗勝 中川郡 ダイシン運輸株式会社 本社 北海道中川郡幕別町字千住３９７番地８２ 0155-66-4783
⼗勝 中川郡 ⼗勝光陽運輸株式会社 本社営業所 北海道中川郡幕別町字千住３９７－４ 0155-56-3105
⼗勝 中川郡 鎌⽥建設⼯業株式会社 本社営業所 北海道中川郡本別町共栄２３－１５ 0156-22-4011
⼗勝 中川郡 佐川急便株式会社 本別営業所 北海道中川郡本別町上本別１４番地１９ 0156-22-1155
⼗勝 中川郡 有限会社豊成建設 本社営業所 北海道中川郡本別町新町１２番地５８ 0156-22-4487
北⾒ 北⾒市 三ッ輪物流株式会社 北⾒事業所 北海道北⾒市⼩泉２７４番地８ 0157-26-3188
北⾒ 北⾒市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 ⼥満別営業所 北海道北⾒市柏陽町２８－１ 0157-26-3130
北⾒ 北⾒市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社 北⾒⽀店 北海道北⾒市柏陽町２８－１，２８－４ 0157-26-0286
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北⾒ 北⾒市 株式会社⽶澤通商 北⾒営業所 北海道北⾒市卸町２丁⽬６－５ 0157-57-3303
北⾒ 北⾒市 株式会社エース 北⾒第⼆営業所 北海道北⾒市卸町３丁⽬５番地６号 0157-33-1058
北⾒ 北⾒市 ⽇本通運株式会社 北⾒航空営業所 北海道北⾒市卸町３丁⽬８番地２号 0157-66-1139
北⾒ 北⾒市 株式会社東森商運 本社営業所 北海道北⾒市光葉町２７－３ 0157-24-2805
北⾒ 北⾒市 佐川急便株式会社 北⾒営業所 北海道北⾒市⻄三輪５丁⽬１番地１１ 0157-36-2751
北⾒ 北⾒市 網⾛交通株式会社 北⾒⻄営業所 北海道北⾒市⻄三輪６丁⽬１－２ 0157-36-7352
北⾒ 北⾒市 株式会社ルート 北⾒営業所 北海道北⾒市東相内町６５４番１ 0157-66-1210
北⾒ 北⾒市 北⾒⽇通運輸株式会社 本社営業所 北海道北⾒市東相内町１０８－３２ 0157-36-2131
北⾒ 北⾒市 北海道⻄濃運輸株式会社 北⾒営業所 北海道北⾒市東相内町９３７番地１ 0157-36-4224
北⾒ 北⾒市 ⽇本通運株式会社 北⾒物流事業所 北海道北⾒市東相内町１０８－２３ 0157-36-8101
北⾒ 北⾒市 札幌通運株式会社 北⾒⽀店 北海道北⾒市東相内町１０８番地２９、３０ 0157-36-4171
北⾒ 北⾒市 ⽉寒運輸株式会社 北⾒営業所 北海道北⾒市豊地１４番地８号 0157-36-4433
北⾒ 網⾛市 網⾛交通株式会社 網⾛営業所 北海道網⾛市港町７２－２・１１９－１ 0152-45-2020
北⾒ 網⾛市 佐川急便株式会社 網⾛営業所 北海道網⾛市港町４番９６号 0152-61-4111
北⾒ 網⾛市 ヤマト運輸株式会社 網⾛⽀店 北海道網⾛市駒場南７丁⽬８１番地４ 080-5043-3335
北⾒ 紋別市 ヤマト運輸株式会社 紋別⽀店 北海道紋別市渚滑町２－８－１２ 080-6695-6192
北⾒ 紋別市 佐川急便株式会社 紋別営業所 北海道紋別市渚滑町３丁⽬４番７号 0158-23-2210
北⾒ 紋別市 札樽⾃動⾞運輸株式会社 紋別営業所 北海道紋別市渚滑町元新５丁⽬４５番地２７ 0158-23-6711
北⾒ 斜⾥郡 網⾛交通株式会社 斜⾥営業所 北海道斜⾥郡斜⾥町豊倉７０－１ 0152-23-3148
北⾒ 常呂郡 株式会社三栄通商 本社営業所 北海道常呂郡佐呂間町字⻄富９４－５ 01587-2-3135
北⾒ 網⾛郡 北⾒通運株式会社 オホーツク⽀店 北海道網⾛郡美幌町字美⾥２２－１ 0152-73-3148
北⾒ 網⾛郡 津別通運株式会社 本社営業所 北海道網⾛郡津別町字共和２６－１ 0152-76-2062
北⾒ 網⾛郡 網⾛交通株式会社 東藻琴営業所 北海道網⾛郡⼤空町東藻琴６７－４ 0152-63-5111
北⾒ 紋別郡 北⾒郵便逓送株式会社 遠軽営業所 北海道紋別郡遠軽町学⽥１丁⽬５番４０，４１ 0158-42-4880
北⾒ 紋別郡 湧別⼩型運送株式会社 本社営業所 北海道紋別郡湧別町曙町１０１番地１ 01586-5-2046
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