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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

羽島市 木戸運送株式会社　本社営業所 岐阜県羽島市足近町７－３５８ 058-392-2285

羽島市 有限会社種村運送　本社営業所 岐阜県羽島市正木町須賀字中畑１７３６番地３ 058-394-0366

羽島市 株式会社エスライン羽島　本社営業所 岐阜県羽島市竹鼻町駒塚６２ 058-391-3105

羽島市 佐川急便株式会社　羽島 岐阜県羽島市江吉良町字村前２１８５番地 058-392-5777

羽島市 佐藤産業有限会社　本社営業所 岐阜県羽島市堀津町須賀中３１－２ 058-398-7300

下呂市 飛騨運輸株式会社　下呂営業所 岐阜県下呂市東上田字川原崎５８４－１ 0576-25-2116

下呂市 谷口運送株式会社　下呂営業所 岐阜県下呂市少ヶ野字町屋４２７番 0576-25-5171

下呂市 株式会社益田陸運　本社営業所 岐阜県下呂市小坂町坂下字清水４６３－１ 0576-62-2045

可児市 株式会社ユーエスロジテック　可児営業所 岐阜県可児市下恵土字高田５４７１番地１ 0574-49-7711

可児市 東岐運輸株式会社　本社営業所 岐阜県可児市土田字富士ノ井１７９０ 0574-26-1275

可児市 ＭＫトランスポート株式会社　可児営業所 岐阜県可児市大森２８４４ 0574-63-9017

可児市 株式会社山商運輸　本社営業所 岐阜県可児市坂戸字大戸６４３ 0574-62-2094

可児市 サツキ運送株式会社　可児営業所 岐阜県可児市姫ヶ丘４丁目２番地 052-411-3341

可児市 西濃急送株式会社　可児営業所 岐阜県可児市室原字大欠２０－６ 0574-65-1511

海津市 サンセン運輸有限会社　本社営業所 岐阜県海津市海津町福江１４８６ 0584-54-7585

海津市 二葉物産株式会社　岐阜営業所 岐阜県海津市海津町平原字貫川３番地４ 0584-52-1081

各務原市 大興建設株式会社　岐阜支店 岐阜県各務原市川島松倉町字上ノ島２２０６番地３ 0586-86-8121

各務原市 株式会社ワタナベトランスポート　岐阜営業所 岐阜県各務原市川島河田町１０９６－１ 0586-89-7030

各務原市 各務原運輸株式会社　本社営業所 岐阜県各務原市那加浜見町１－４５ 058-382-3141

各務原市 岐阜自動車輸送株式会社　各務原営業所 岐阜県各務原市蘇原清住町１丁目３０番地 058-370-5356

各務原市 有限会社山崎運輸　本社営業所
岐阜県各務原市蘇原村雨町３丁目１１　コーポ辻井２０２

号
058-371-3550

各務原市 株式会社岐阜邦美　本社営業所 岐阜県各務原市蘇原寺島町２丁目７８番地２ 058-383-0836

各務原市 丸武梱包株式会社　本社営業所 岐阜県各務原市前渡東町２－１３７ 058-389-1515

各務原市 佐川急便株式会社　岐阜営業所 岐阜県各務原市大野町７丁目９７番地 058-389-7881

各務原市 株式会社ハート引越センター　岐阜営業所 岐阜県各務原市大野町２丁目２０９番地１ 058-381-3201

各務原市 日本ロジテックス株式会社　本社 岐阜県各務原市大野町１丁目１７８番地１ 058-380-5161

各務原市 株式会社星川産業　中部営業所 岐阜県各務原市各務東町２－１１ 058-370-0355

各務原市 株式会社ワイ・エス・エヌ　本社営業所 岐阜県各務原市鵜沼羽場町１丁目１５８番地１ 0583-86-0013

各務原市 株式会社アンサートランスポート　岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼各務原町９丁目１７５番 058-215-1579

各務原市 株式会社東液供給センター　各務原事業所 岐阜県各務原市鵜沼各務原町７丁目１３－１ 058-370-9525

各務原市 有限会社アスローズ　犬山支店 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町２丁目４２番地 058-379-1030

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岐阜県）
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関市 シグマロジスティクス株式会社　関営業所 岐阜県関市下有知字北添井堀４３５４－１ 080-6758-2936

関市 佐川急便株式会社　関営業所 岐阜県関市宮河町二丁目５番地 080-2465-7252

関市 岩田運輸株式会社　関営業所 岐阜県関市新迫間１０ 0575-23-3901

岐阜市 ヤマト運輸株式会社　岐阜長森支店 岐阜県岐阜市前一色西町１２番４ 080-5044-5575

岐阜市 マルエイ運輸株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市東中島１－１２－１０，３，４，５，６ 058-246-3626

岐阜市 名阪急配株式会社　岐阜サテライト 岐阜県岐阜市東中島３丁目１３番１号 058-246-6673

岐阜市 日本郵便株式会社　岐阜中央郵便局　下川手分室 岐阜県岐阜市下川手字宮５３－１ 058-278-6580

岐阜市 中央交易株式会社　本店 岐阜県岐阜市西鶉一丁目３８番地の２ 058-272-4141

岐阜市 株式会社サカイ引越センター　岐阜支社 岐阜県岐阜市柳森町２－８ 058-275-1141

岐阜市 日本通運株式会社　岐阜支店コンテナ課 岐阜県岐阜市今嶺４－９－３ 058-276-1288

岐阜市 アイカワ運輸株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市福富町田２３８番地３ 058-214-2228

岐阜市 佐川急便株式会社　柳津営業所 岐阜県岐阜市柳津町高桑西１－３３ 058-270-0233

岐阜市 近物レックス株式会社　岐阜支店 岐阜県岐阜市柳津町高桑西５－１２ 058-279-4102

岐阜市 新日本運送株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目２－４ 058-279-2220

岐阜市 丸門運輸株式会社　本社営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目４の１ 058-279-2600

岐阜市 高橋急配有限会社　本社営業所 岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目７－８ 058-279-3071

岐阜市 濃飛西濃運輸株式会社　岐阜北営業所 岐阜県岐阜市大字城田寺字明正１２７０－１ 058-233-7558

郡上市 株式会社エスライン郡上　本社営業所 岐阜県郡上市大和町島２８１ 0575-88-9022

郡上市 岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社　郡上営業所 岐阜県郡上市大和町神路１８７７－３ 0575-88-4529

郡上市 佐川急便株式会社　郡上営業所 岐阜県郡上市大和町剣８９番地の１ 0575-88-4153

恵那市 恵武急便有限会社　本社営業所 岐阜県恵那市武並町竹折字国集１６３７－３ 0573-28-2980

恵那市 協和物流株式会社　本社営業所 岐阜県恵那市東野字花無山２２００－２ 0573-26-5518

恵那市 恵那貨物自動車運送株式会社　本社営業所 岐阜県恵那市長島町中野１２５１－７８ 0573-26-2185

恵那市 株式会社松井急便　本社営業所 岐阜県恵那市岩村町飯羽間字下本郷２９４１－２ 0573-43-0027

恵那市 総和運輸株式会社　明智営業所 岐阜県恵那市明智町字大久手１００１－２２８ 090-3830-6267

高山市 日本郵便輸送株式会社　高山営業所 岐阜県高山市昭和町１－２０２－６ 0577-32-2584

高山市 株式会社岐阜トランポ　高山営業所 岐阜県高山市上岡本町１丁目５０番地１ 0577-36-6200

高山市 濃飛倉庫運輸株式会社　高山営業所 岐阜県高山市上岡本町７－２４９，７－２４５ 0577-32-5252

高山市 佐川急便株式会社　高山営業所 岐阜県高山市匠ヶ丘町１－１６ 0577-36-6601

高山市 谷口運送株式会社　本社営業所 岐阜県高山市松之木町１０４０－３３ 0577-32-3146

高山市 株式会社益田陸運　高山営業所 岐阜県高山市江名子町１８７２－１ 0577-57-5171

高山市 飛騨運輸株式会社　高山支店 岐阜県高山市上岡本町１－５０ 0577-32-3350

高山市 有限会社ＦＥＣカネマル　本社営業所 岐阜県高山市朝日町浅井１８３番地 0577-55-3011

高山市 飛騨生コンクリート株式会社　三川営業所 岐阜県高山市国府町三川８１１－３ 0577-72-2323

瑞穂市 センコー株式会社　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市生津字東江上２１１－１ 058-327-8780
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瑞穂市 東海産業株式会社　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市生津天王町２－４９－１ 058-326-1581

瑞穂市 株式会社ライトトランスポート　本社営業所 岐阜県瑞穂市牛牧６９４番地 058-329-0121

瑞穂市 相互運輸株式会社　本社 岐阜県瑞穂市牛牧５１５－１ 058-327-3411

瑞穂市 有限会社串商事運輸　本社営業所 岐阜県瑞穂市田之上７５番地３ 058-328-6026

瑞穂市 有限会社鋳栄サービス　本社営業所 岐阜県瑞穂市重里字更屋敷前１７５８番 058-328-6767

瑞穂市 株式会社丸鈴運輸　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市美江寺４８１－１ 058-328-2821

瑞穂市 日通岐阜運輸株式会社　巣南営業所 岐阜県瑞穂市十八条字別府４０２番地 058-275-3888

瑞穂市 トーウンサービス株式会社　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市十八条字清水町５８８番地 058-328-7510

多治見市 日本通運株式会社　多治見物流センター 岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地 0572-22-7181

多治見市 日通多治見運輸株式会社　多治見営業所 岐阜県多治見市住吉町５丁目３４番地 0572-23-2389

多治見市 株式会社サカイ引越センター　多治見支社 岐阜県多治見市金岡町２丁目８番 0572-21-2052

多治見市 トランコムＤＳ株式会社　多治見センター 岐阜県多治見市旭ヶ丘１０－６－１００ 052-325-3007

多治見市 多治見通運株式会社　多治見営業所 岐阜県多治見市小泉町１丁目２１番地の１ 0572-20-2500

多治見市 有限会社アクティブ輸送　本社営業所 岐阜県多治見市幸町８丁目２９番地の２ 0572-29-1133

多治見市 佐川急便株式会社　多治見営業所 岐阜県多治見市生田町２丁目１８１－２ 0572-22-2301

多治見市 株式会社トーヨー流通サービス　本社営業所 岐阜県多治見市大畑町赤松４６ 0572-22-2278

多冶見市 株式会社東液供給センター　多冶見事業所 岐阜県多冶見市笠原町４０２２－４４ 0572-56-1800

大垣市 株式会社東海運輸　本社営業所 岐阜県大垣市林町７丁目２２１－１ 0584-83-7360

大垣市 株式会社井崎　本社営業所 岐阜県大垣市古知丸２丁目１０番地１ 0584-47-5197

大垣市 西濃運輸株式会社　大垣支店 岐阜県大垣市東前５－７－１ 0584-89-4141

大垣市 トランコムＤＳ株式会社　西濃センター 岐阜県大垣市古宮町丸池１２９－１ 052-325-3007

大垣市 シグマロジスティクス株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市内原１丁目５０番地１ 080-5893-1082

大垣市 高末株式会社　大垣営業所 岐阜県大垣市横曽根３丁目１番地２ 0584-87-1218

大垣市 株式会社スズカキャリーサービス　大垣営業所 岐阜県大垣市上石津町乙坂１２３ 058-447-2066

大垣市 有限会社西濃重機工業所　本社営業所 岐阜県大垣市池尻町字西町６８４ 0584-71-0190

大垣市 株式会社セイノーマテリアル　本社営業所 岐阜県大垣市赤坂町字釈迦堂１０１ 0584-72-2711

中津川市 有限会社ひまわり急行　本社営業所 岐阜県中津川市中津川１３０５番地の６ 0573-65-1234

中津川市 有限会社フナダライン　本社営業所 岐阜県中津川市苗木字並松４５８９－２３ 0573-67-2822

土岐市 有限会社沓掛興業　本社営業所
岐阜県土岐市泉東窯町３丁目７５番地（イーストマンショ

ン３０３号）
0572-55-6134

土岐市 有限会社コマヤコーポレーション　本社営業所 岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０７番地１ 0572-53-3801

土岐市 日本梱包運輸倉庫株式会社　岐阜営業所 岐阜県土岐市土岐津町土岐口７０３番地 0572-55-6550

土岐市 シグマロジスティクス株式会社　土岐営業所 岐阜県土岐市土岐ヶ丘四丁目６番３ 080-5893-1089

土岐市 株式会社エムエスビー　岐阜営業所 岐阜県土岐市下石阿庄町４－１１ 0572-58-3181

飛騨市 飛騨運輸株式会社　古川営業所 岐阜県飛騨市古川町是重１－３－２０ 0577-73-2211
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飛騨市 日本通運株式会社　高山営業支店
岐阜県飛騨市古川町上町字柳ケ坪８５５－１，２，３，

５，他
0577-73-2711

美濃加茂市 株式会社城崎通商　本社営業所 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字熊ヶ洞２８２０番６ 0574-27-7654

美濃加茂市 東洋陸運株式会社　美濃加茂営業所 岐阜県美濃加茂市西町７丁目３８４番 0574-24-7133

美濃加茂市 株式会社真栄産業　本社営業所 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野６５８番地１２ 0574-23-1205

安八郡 此花運輸株式会社　安八営業所 岐阜県安八郡安八町中字大平１５１３番地１ 080-8529-9110

安八郡 福山ドリーム運輸株式会社　中部営業所 岐阜県安八郡輪之内町下大榑字川原１９１番地１ 0584-68-2833

安八郡 有限会社九重　本社営業所 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２４３６－１ 0584-68-1256

安八郡 福山通運株式会社　大垣南支店 岐阜県安八郡輪之内町里１００－２ 0584-69-2927

安八郡 東洋運輸株式会社　岐阜営業所 岐阜県安八郡神戸町大字田字外田１７５－１ 0584-27-1380

安八郡 株式会社トップラン　本社営業所 岐阜県安八郡神戸町大字中沢字宮跡１８１－２ 0584-47-9001

羽島郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町上印食８丁目１１６番１ 058-259-7030

羽島郡 此花運輸株式会社　岐阜支社 岐阜県羽島郡岐南町若宮地１－５３ 058-246-3625

羽島郡 伊勢志摩陸運有限会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋３丁目２２４番地 058-214-2206

羽島郡 安房運輸株式会社　東海営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋６丁目１９５番地 05-8214-0297

羽島郡 株式会社宅配百十番岐阜　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋６－８２－１ 058-247-1102

羽島郡 株式会社ウェルカム・バスケット　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成２丁目７番地 058-246-0754

羽島郡 柘運送株式会社　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成２丁目９３－１ 058-249-6020

羽島郡 株式会社スワローセキュリティーサービス　本社営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成１－７１ 058-245-3137

羽島郡 株式会社エスラインヒダ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町平成４－６７ 058-245-3185

羽島郡 株式会社オール・ウェイズ　岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田７－１ 058-274-6112

羽島郡 株式会社大翔　岐阜営業所
岐阜県羽島郡笠松町米野５２９番地　プリオル・エム１０

６
058-201-7811

羽島郡 株式会社スワロー物流　本社営業所 岐阜県羽島郡笠松町米野字村中３１０－２ 058-387-7080

羽島郡 ヤマト運輸株式会社　羽島笠松支店 岐阜県羽島郡笠松町長池字松ケ枝５０８－１ 080-5044-5593

加茂郡 ワーレックス株式会社　岐阜営業所 岐阜県加茂郡坂祝町深萱１１８７－１４ 0574-27-3221

加茂郡 株式会社オール・ウェイズ　美濃営業所 岐阜県加茂郡川辺町石神字内田８５０番地１ 0574-53-2177

可児郡 株式会社キョウエイファイン　御嵩営業所 岐阜県可児郡御嵩町御嵩２１４８－１ 0574-49-9153

可児郡 株式会社ジャパンカーゴ　岐阜営業所 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字平芝２１４３－１ 0574-68-0203

不破郡 有限会社上田商事　本社営業所 岐阜県不破郡垂井町表佐字一色７６１－１ 0584-22-0100

不破郡 市川運送株式会社　伊吹営業所 岐阜県不破郡垂井町宮代字境野１４０５－７ 0584-24-1054

本巣郡 若原運送有限会社　本社営業所 岐阜県本巣郡北方町平成７丁目３－１ 058-324-1415

養老郡 ホイテクノ物流株式会社　岐阜営業所 岐阜県養老郡養老町大巻字ワノ割１９８７－２ 0584-36-1821

養老郡 関ヶ原運送株式会社　本社営業所 岐阜県養老郡養老町宇田字本堂５０－１３ 0584-33-0818

養老郡 株式会社日硝ハイウエー　大垣営業所 岐阜県養老郡養老町船附２８２１－７ 0584-36-0411
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養老郡養老町 合資会社高木商店　本社営業所 岐阜県養老郡養老町五日市字上り戸２８６番地１ 0584-32-0348
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