貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
近江八幡市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
栗東市
湖南市

事業所名
滋賀流通株式会社 近江八幡営業所
株式会社暁運輸 滋賀営業所
株式会社日吉 本社
株式会社トーショー 滋賀営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社
トヨタ輸送中部株式会社 滋賀事業所
株式会社栗東中村組 本社営業所
株式会社前河通商 本社営業所
有限会社ヒラタ 本社営業所
湖南運輸株式会社 本社営業所
中栄運輸株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 栗東支店
株式会社雅産商 本社営業所
淺野運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社寺田自動車 本社営業所
桜花運輸株式会社 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 関西支店
株式会社ジェイネットライン 滋賀支店

湖南市

ヤマト運輸株式会社

湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
湖南市
甲賀市

細野運送株式会社 関西営業所
江洲運輸株式会社 石部営業所
株式会社大榮 滋賀営業所
株式会社誠綾輸送 本社営業所
株式会社サンロジスティックス
日本通運株式会社 甲賀事業所
株式会社松田商事 本社営業所
株式会社関西物流 本社営業所
大和物流株式会社 滋賀支店
株式会社サンエー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩根支店
新生物流有限会社 本社営業所

栗東西営業所

湖南石部センター

滋賀営業所

安全性優良事業所

（滋賀県）

住所
滋賀県近江八幡市西生来町１８７２－３
滋賀県近江八幡市長光寺町字寺中７０３
滋賀県近江八幡市北之庄町９０８
滋賀県近江八幡市出町６７０
滋賀県栗東市小野５４２－１
滋賀県栗東市六地蔵松本１１５８
滋賀県栗東市六地蔵２２９－２
滋賀県栗東市蜂屋９１１番地１
滋賀県栗東市上鈎９７番地３
滋賀県栗東市上鈎４８－１
滋賀県栗東市綣１丁目７－１２
滋賀県栗東市辻５２９－１
滋賀県栗東市林５０２－１
滋賀県栗東市高野５８８
滋賀県栗東市大橋一丁目９－２７
滋賀県栗東市大橋５－１０－３０
滋賀県栗東市手原６丁目４－２０
滋賀県湖南市下田５６８番地１
滋賀県湖南市宝来坂１丁目３８４５－２の一部、３８４６
－１の一部
滋賀県湖南市石部北１－１７８３
滋賀県湖南市石部北１丁目１０２２ー２
滋賀県湖南市下田４１７３番地１０
滋賀県湖南市日枝町４－１０
滋賀県湖南市小砂町４番地３
滋賀県湖南市三雲１３６－１，１０２－２
滋賀県湖南市石部口２丁目５番１６号
滋賀県湖南市朝国２６１－１
滋賀県湖南市朝国２６１－１
滋賀県湖南市岩根字場広山２５７－１６４
滋賀県湖南市岩根中央３丁目５９・６０番
滋賀県甲賀市甲南町柑子２００２番地３６
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電話番号
0748-37-5860
0748-37-7117
0748-32-2340
0748-31-3390
077-553-3311
077-553-1070
077-553-6521
077-599-0611
0748-77-2882
077-553-2232
077-553-1653
077-552-0278
077-554-7788
077-552-4511
077-585-7788
077-554-0848
077-551-2610
0748-75-8858
0748-77-8830
0748-77-8565
0748-77-2060
0748-69-7730
0748-75-1115
0748-75-8265
0748-72-1107
0748-78-0048
0748-71-4233
0748-72-9891
0478-75-2551
0748-71-4336
0748-86-9001

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市
甲賀市

事業所名
株式会社関西丸和ロジスティクス 甲南センター
株式会社ＮＢＳロジソル 滋賀営業所
株式会社岡山積載運輸 滋賀営業所
株式会社日本陸送 滋賀営業所
ＭＡＲＵＧＯ株式会社 大野営業所
株式会社シガ・エージェントシステム 甲賀営業所
株式会社滋賀運送甲賀 本店

甲賀市

ヤマト運輸株式会社

甲賀信楽センター

高島市

高島運輸株式会社

高島市
高島市
高島市
守山市

アヤハ運輸倉庫株式会社 高島営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 高島センター
ヤマト運輸株式会社 高島今津センター
株式会社ジェネシス 滋賀営業所

守山市

ヤマト運輸株式会社

守山市
守山市
守山市
草津市
草津市
草津市
草津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市

岡田運輸株式会社 守山営業所
株式会社仁礼物流 本社
株式会社中通 湖南営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 草津センター
グリーンエキスプレス株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大津支店
京滋運輸株式会社 本社
有限会社オールネット 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大津皇子山センター
有限会社拾井商事 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 北大津センター
ヤマト運輸株式会社 大津志賀センター
グロービック株式会社 本社営業所
株式会社山正マーケティングサービス 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 中央大津センター
株式会社山大物流 本社営業所
中山運輸機工株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 滋賀営業所

本社営業所

守山ふけセンター

住所
滋賀県甲賀市甲南町市原３０３－６
滋賀県甲賀市水口町宇川字立原１３２６外
滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘３２－２
滋賀県甲賀市土山町北土山字田村野４９１－２
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５－４
滋賀県甲賀市土山町市場１０３５ー４
滋賀県甲賀市土山町大野字澤４９４５－６
滋賀県甲賀市信楽町牧字斧山１７０８，１７０９，１７１
６－１
滋賀県高島市安曇川町五番領字蓮ヶ池１５１－１，１５
２，１５３－１
滋賀県高島市新旭町太田１０１１－１
滋賀県高島市新旭町新庄７９９
滋賀県高島市今津町住吉２丁目１番１１
滋賀県守山市岡町１００番地
滋賀県守山市岡町字浮気前２５４－１、守山市浮気町字西
筋１７５－２
滋賀県守山市古高町字ゴケワ７８０－１０
滋賀県守山市欲賀町７５５番地
滋賀県守山市水保町字北川１３１１－１
滋賀県草津市上寺町可揩２８１－１
滋賀県草津市駒井沢町字湯屋田１３７－１
滋賀県草津市南山田町字天野１００－１
滋賀県草津市笠山一丁目２－１１５
滋賀県大津市際川２丁目１９－１
滋賀県大津市松山町１番２４号
滋賀県大津市比叡辻２丁目３０３
滋賀県大津市真野５－３３－２５
滋賀県大津市南船路１２０－２
滋賀県大津市本宮１－５－３３
滋賀県大津市秋葉台２４番３７号
滋賀県大津市国分２－２２６－２２
滋賀県大津市神領一丁目４番８号
滋賀県大津市石居１丁目７番１７号
滋賀県大津市神領四丁目６番１号
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電話番号
080-3519-9863
0748-65-6377
086-298-1234
0748-66-1171
0748-67-0511
0748-67-0511
0748-67-8388
0748-83-1373
0740-32-0270
0740-25-2802
080-3519-9887
0740-22-3333
077-585-9081
077-514-2666
077-582-4175
077-585-1286
077-548-8062
080-3533-0110
077-568-2727
077-566-1881
077-561-2166
077-527-0127
077-511-5725
077-572-7890
070-3939-6462
077-592-8666
077-526-3826
077-523-0255
080-3519-8703
077-599-0171
077-546-0874
077-547-2617

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所
長浜航空営業所 滋賀県長浜市森町中久保４１０－１

電話番号

長浜市

セイノースーパーエクスプレス株式会社

長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市
長浜市

阿蘓運輸株式会社 朝日町営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 長浜営業所
松潮物流株式会社 滋賀営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 長浜センター
宮部運輸有限会社 本社営業所
株式会社東洋社 滋賀
佐川急便株式会社 長浜営業所
滋賀近交運輸倉庫株式会社 本社営業所
近交運輸有限会社 長浜営業所
日本通運株式会社 長浜営業支店
太陽運輸株式会社 本社営業所
陸央物流サービス株式会社 本社営業所

滋賀県長浜市朝日町３２－１６
滋賀県長浜市川道町字菖蒲原７５９－５
滋賀県長浜市小室町６４８番地
滋賀県長浜市西上坂町１０２０
滋賀県長浜市西上坂町字綴篭３９７－３
滋賀県長浜市加納町１０－１
滋賀県長浜市加納町３２３番地
滋賀県長浜市山階町字西横田町９７－１
滋賀県長浜市山階町字北平田町６５番８
滋賀県長浜市山階町字井栗町２５３－１他２筆
滋賀県長浜市高月町森本１００
滋賀県長浜市高月町森本１００

長浜市

ヤマト運輸株式会社

長浜北支店

滋賀県長浜市湖北町八日市字一ノ坪８３９番、８４３番２ 0749-78-1723

能登川営業所

0749-85-3411
滋賀県東近江市今町９４７
滋賀県東近江市山路町字平井３２４番地１、３２５番地、
0748-42-8150
３２６番地１、３２６番地３
0748-24-9350
滋賀県東近江市東沖野三丁目８番２９号
0747-23-6171
滋賀県東近江市妙法寺町大林９４７－２９
0748-23-7071
滋賀県東近江市池田町１１０６，１１０７
0748-22-2296
滋賀県東近江市岡田町８１－１
0748-23-3580
滋賀県東近江市尻無町布引山１４７３－１
0748-20-4780
滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野１３３８番地
0749-45-1250
滋賀県東近江市北花沢町７０
0749-45-0195
滋賀県東近江市小田苅町１５０番地２
0749-45-5055
滋賀県東近江市勝堂町２－２
0749-45-5055
滋賀県東近江市勝堂町２－２
0748-48-3933
滋賀県東近江市五個荘五位田町一ノ坪１２番地５
0748-48-2935
滋賀県東近江市五個荘川並町字竜１１００

東近江市

太陽運輸株式会社

東近江市

ヤマト運輸株式会社

東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市
東近江市

三成物流株式会社 本社営業所
ダイイチ・トランスポート株式会社 本社
株式会社滋賀ユニック 本社営業所
奥儀運送株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 山崎営業所 近江事業所
トナン輸送株式会社 滋賀営業所
株式会社塚腰運送ＯＵＭＩ 近江営業所
加藤運輸有限会社 滋賀営業所
木村商事株式会社 本社営業所
有限会社木村運輸 本社営業所
株式会社滋賀綜合輸送センター 本社営業所
湖東物流株式会社 湖東物流センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 五個荘航空営業

東近江市
東近江市

東近江能登川センター

所
株式会社関西丸和ロジスティクス

東近江センター

滋賀県東近江市五個荘北町屋町字久保２１９
滋賀県東近江市五個荘清水鼻町１５３－６
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0749-64-1008
0749-63-0362
0749-72-6080
0749-74-0473
080-3531-9643
0749-63-2093
0749-68-1271
0749-68-3791
0749-65-8881
0749-52-1139
0749-62-1610
0749-85-3411
0749-85-3411

0748-48-3232
080-3519-8753

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東近江市
東近江市

事業所名
有限会社クキトラフィックサービス
株式会社大新 本社営業所

本社営業所

彦根市

福山通運株式会社

彦根営業所

彦根市
彦根市
彦根市
彦根市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
米原市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
野洲市
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡
愛知郡

日本通運株式会社 彦根営業課
株式会社古川運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 彦根支店
すない株式会社 本社営業所
信光陸運株式会社 米原営業所
ヤマト運輸株式会社 米原支店
株式会社三立運輸 本社営業所
一柳運送株式会社 湖北営業所
宮部倉庫有限会社 伊吹営業所
株式会社ラック・ハーベスト 山東営業所
一柳運送株式会社 本社営業所
株式会社丸運ロジスティクス西日本 滋賀営業所
鴻池運輸株式会社 滋賀流通センター営業所
有限会社拾井商事 湖南営業所
和光運輸株式会社 滋賀営業所
エースカーゴ株式会社 野洲営業所
第一工流株式会社 本社営業所
株式会社近江ロジスティクス 本社営業所
富士興業株式会社 滋賀営業所
伏見運送株式会社 滋賀北支店
山本運輸株式会社 本社営業所
セントラルロジコ株式会社 愛知川配送センター

蒲生郡

ヤマト運輸株式会社

蒲生郡
蒲生郡
蒲生郡

大阪進和運輸株式会社 竜王営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社
株式会社滋賀運送竜王 竜王本店

蒲生郡

ヤマト運輸株式会社

蒲生郡
犬上郡

都宝産業株式会社 滋賀営業所
ニックフレート株式会社 滋賀営業所

蒲生支店

日野センター

竜王営業所

電話番号
住所
0748-55-3563
滋賀県東近江市桜川東町２０２番地３
0748-55-8570
滋賀県東近江市蒲生岡本町１１７７－１１
滋賀県彦根市鳥居本町字天野５３３、５３１－３、字返ル
0749-26-3281
本５１３
0749-26-0202
滋賀県彦根市野田山町字山田７１８番地４
0749-22-1101
滋賀県彦根市大堀町字五反地４３７－３
0749-24-3852
滋賀県彦根市高宮町養老田１５１７－２，１５１６－２
0749-43-7200
滋賀県彦根市新海浜２－６－２
0749-53-2381
滋賀県米原市一色字松原１番２２
0749-54-5014
滋賀県米原市寺倉字ミグル６１７番２
0749-57-1156
滋賀県米原市柏原６５－１
0749-55-3962
滋賀県米原市杉沢８４２－１．８４３－１
0749-55-3266
滋賀県米原市杉澤字野神６２６番１
0749-58-8099
滋賀県米原市大清水１６０２番地１
077-518-2570
滋賀県野洲市大篠原字正法寺１００－２２
077-586-3951
滋賀県野洲市大篠原字針目３２４６
077-587-3300
滋賀県野洲市大篠原１５９１－４
077-572-7890
滋賀県野洲市三上２１７２－２０
0775-87-4421
滋賀県野洲市小篠原８３１ー３
077-598-0306
滋賀県野洲市妙光寺１４９－２
077-587-5853
滋賀県野洲市野洲１３３８番地
0749-37-4526
滋賀県愛知郡愛荘町沖字横田４５３
0749-42-8033
滋賀県愛知郡愛荘町島川字円城寺１２５
0749-42-3033
滋賀県愛知郡愛荘町長野字下牛ケ瀬３２８
0749-42-5591
滋賀県愛知郡愛荘町長野字中川原３５５
0749-49-5677
滋賀県愛知郡愛荘町東円堂５３３番地５
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上字馬道６６１番、６６２－
0748-57-8215
１、６６４－２、６６４－５
0748-57-8255
滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５１４４番地
0748-58-2181
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字ノ川原１０５４－３
0748-58-3501
滋賀県蒲生郡竜王町大字山面字ブダイ９３０番８
滋賀県蒲生郡日野町大字上野田字北代７４３・７４４－１ 0748-53-8235
滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字石谷２３４番１
滋賀県犬上郡多賀町大字多賀２７０
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0748-36-2901
0749-48-1766

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
犬上郡
犬上郡
犬上郡

株式会社ケイロジ
佐川急便株式会社
株式会社大昂商事

事業所名
彦根営業所
彦根営業所
本社営業所

住所
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字桜本４５９－４
滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字五反地４６３－１
滋賀県犬上郡豊郷町沢５５６番地
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電話番号
0749-47-5680
0749-23-7661
0749-49-2350

主な輸送品目（任意掲載）

