
R1.12.13

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

茨木市 西元運輸株式会社　本社 大阪府茨木市東安威２丁目１２番５号 072-641-6677

茨木市 親和物流株式会社　本社営業所 大阪府茨木市南耳原１丁目１番１号 072-621-3639

茨木市 佐川急便株式会社　北大阪営業所 大阪府茨木市南安威１－９－１６ 072-643-8850

茨木市 有限会社東進物流　高田営業所 大阪府茨木市高田町９番 072-631-8440

茨木市 株式会社日立物流西日本　重量機工営業所 大阪府茨木市三咲町５－２６ 072-625-0553

茨木市 ヤマト運輸株式会社　茨木支店 大阪府茨木市畑田町１番７号 080-6604-5070

茨木市 株式会社エムティーロジ　大阪営業所 大阪府茨木市中河原町９－１－３０２ 072-646-8046

茨木市 福山通運株式会社　茨木支店 大阪府茨木市中河原町１２－１１ 072-643-1095

茨木市 株式会社スマイルライン　大阪営業所 大阪府茨木市上郡１丁目５番１７号 072-641-6631

茨木市 ホンダ運送株式会社　近畿事業所　茨木センター 大阪府茨木市彩都はなだ２丁目１－４ 072-648-7774

茨木市 有限会社ミナミ　本社営業所 大阪府茨木市竹橋町１番２１号－２ 072-628-9702

茨木市 有限会社あい運送　本社営業所 大阪府茨木市舟木町２１－２６－２０５ 072-679-2277

茨木市 株式会社ジェイアール西日本マルニックス　京阪支店 大阪府茨木市鮎川５－１５－３ 072-636-0621

茨木市 株式会社吉富運輸　大阪営業所 大阪府茨木市南目垣１－５－１６ 072-657-2001

茨木市 株式会社ナンキライン　本社 大阪府茨木市宮島２丁目１番１３号 072-637-1088

茨木市 四国運輸株式会社　大阪北営業所
大阪府茨木市宮島２丁目５－１　北大阪トラックターミナ

ル内
072-632-8171

茨木市 株式会社北部市場運送　量販課営業所 大阪府茨木市宮島１丁目１番２号 072-634-0003

茨木市 株式会社ハップ　大阪営業所 大阪府茨木市宮島２丁目６番１号 072-652-8650

茨木市 三之丸通商株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市宮島２ー５－１ 072-637-1054

茨木市 久留米運送株式会社　北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-633-8581

茨木市 有限会社関西友愛ライン　本社営業所 大阪府茨木市島４丁目２３番２５号 072-601-0687

茨木市 ＨＯＫＵＩＣＨＩロジスティクス株式会社　本社営業所 大阪府茨木市島１丁目２０番２２号 072-634-0113

茨木市 株式会社丸菱運輸　本社 大阪府茨木市島４丁目２４番４４号 072-630-5504

茨木市 新運輸株式会社　茨木営業所 大阪府茨木市島４丁目２１番２７号 072-637-6001

茨木市 岡山通運株式会社　大阪営業所 大阪府茨木市島１－２２－２７ 0726-34-1845

茨木市 株式会社マイスター引越センター　本社 大阪府茨木市横江２－３－２３ 072-637-7000

茨木市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　茨木ロジネット事業部 大阪府茨木市横江２－８－３２ 072-637-5291

茨木市 株式会社吉川運送　本店営業所 大阪府茨木市大手町９－２６ 072-624-3879

茨木市 ナカニシ運輸株式会社　本社 大阪府茨木市東中条町１２番４１－１０２号 072-637-3839

羽曳野市 株式会社中通　柏原営業所 大阪府羽曳野市駒ヶ谷２番地の１８７ 072-957-5153

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（大阪府）
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羽曳野市 港大宝運輸株式会社　大阪営業所 大阪府羽曳野市古市６丁目９番８号 072-950-5510

羽曳野市 株式会社マルホ運輸　本社営業所 大阪府羽曳野市埴生野１０６７番地１ 072-937-5135

羽曳野市 ヤマト運輸株式会社　羽曳野支店 大阪府羽曳野市島泉８－１４７－１ 0729-54-6192

羽曳野市 株式会社グリーンライズ　南大阪営業所 大阪府羽曳野市野６２１番９ 072-936-1125

河内長野市 ヤマト運輸株式会社　河内長野支店 大阪府河内長野市昭栄町９２３，９２２ 0721-55-0446

貝塚市 博新運輸株式会社　本社 大阪府貝塚市森４３０番地 072-446-3333

貝塚市 株式会社三勇運送　本社 大阪府貝塚市麻生中１０１０－３ 072-447-5071

貝塚市 ヤマト運輸株式会社　貝塚支店 大阪府貝塚市鳥羽字新四郎畑８０－１，８２－１ 0724-26-2109

岸和田市 ヤマト運輸株式会社　岸和田支店 大阪府岸和田市中井町２６４－１ 072-443-3929

岸和田市 光和輸送株式会社　大阪事業所 大阪府岸和田市木材町１６－７ 072-433-3554

岸和田市 ヤマト運輸株式会社　岸和田臨海支店 大阪府岸和田市木材町１１－１１ 072-437-4561

岸和田市 株式会社トラヴァンス　本社営業所 大阪府岸和田市木材町１５－３ 072-437-7981

岸和田市 株式会社大晃運送　本社営業所 大阪府岸和田市木材町６－５ 072-437-1727

岸和田市 ケミテックローリー株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市木材町６－５ 072-437-1727

岸和田市 有限会社大和商運　岸和田営業所 大阪府岸和田市新港町１９－６ 072-430-3412

岸和田市 株式会社一杉運輸　本社営業所 大阪府岸和田市新港町３－１ 0724-39-4118

岸和田市 ＲＴＴ株式会社　大阪支社 大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地の１ 072-433-7880

岸和田市 一心港運株式会社　本社営業所 大阪府岸和田市地蔵浜町７－４ 072-422-4623

岸和田市 阪南運輸倉庫株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地 072-422-2985

岸和田市 ヤマト運輸株式会社　岸和田宮本支店 大阪府岸和田市別所町２丁目６９９番地 072-436-8720

岸和田市 ヤマト運輸株式会社　宮本センター 大阪府岸和田市沼町２８－２７ 072-430-4604

岸和田市 ヤマト運輸株式会社　和泉光明支店 大阪府岸和田市稲葉町２７７－３，２７９－１，３ 072-479-1493

岸和田市 八木運送株式会社　本社 大阪府岸和田市西大路町１７－１ 072-443-2862

岸和田市 昭和合同貨物株式会社　岸和田営業所 大阪府岸和田市下松町９１６－４－３１３号 072-441-0660

岸和田市 株式会社サカイ引越センター　南大阪支社 大阪府岸和田市土生町１３８３番の３ 072-427-2300

岸和田市 有限会社Ｉ．Ｓトータルサービス　本社 大阪府岸和田市上松町６５３－９ 072-260-5661

岸和田市 ランナープロデュース株式会社　本社 大阪府岸和田市神須屋町４９２番地の１４ 072-447-5276

交野市 株式会社引越社　奈良営業所 大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１ 072-893-2626

交野市 北商陸運株式会社　本社営業所 大阪府交野市幾野６－２５－１２ 072-891-6626

高石市 ヤマト運輸株式会社　高砂センター 大阪府高石市高砂３丁目５２番地 072-269-3077

高石市 鴻池運輸株式会社　陸運泉北営業所 大阪府高石市高砂３丁目５番２ 072-268-1636

高石市 相和運送株式会社　本社営業所 大阪府高石市高砂３丁目４６番地 072-268-1215

高石市 高砂物流株式会社　堺営業所 大阪府高石市高師浜４丁目１１番２９号　２０２号室 072-280-6360

高石市 有限会社幕内運送　本社 大阪府高石市取石６－１３－２ 072-272-1457

高石市 共和運輸株式会社　本社営業所 大阪府高石市取石７－４－５ 072-273-1551

2／18　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

高石市 ヤマト運輸株式会社　泉大津支店 大阪府高石市取石６－１３３－１８ 072-272-5368

高槻市 ヤマト運輸株式会社　高槻東部支店 大阪府高槻市井尻２－８５０－１ 080-5045-1471

高槻市 大阪西部運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市大塚町５－２４－１ 072-672-8300

高槻市
株式会社近鉄トランステック　関西オペレーションセン

ター
大阪府高槻市大塚町５丁目２６番１０号 072-661-5460

高槻市 株式会社サカイ引越センター　北大阪支社 大阪府高槻市大塚町５丁目１９－１ 072-673-1422

高槻市 ヤマト運輸株式会社　高槻南部支店 大阪府高槻市番田１－９６，９５－１ 080-5045-1502

高槻市 エーエルプラス株式会社　高槻営業所 大阪府高槻市西冠３－５８－６ 06-4801-9460

高槻市 株式会社ユアサロジテック　本社営業所 大阪府高槻市高西町５番８号 072-674-2607

高槻市 ヤマト運輸株式会社　高槻支店 大阪府高槻市下田部町２－２６４－４，５ 080-5045-1447

高槻市 株式会社コラビス　大阪営業所 大阪府高槻市下田部町２丁目５５番３号 072-670-5228

高槻市 有限会社ロジテック三島　本社 大阪府高槻市芝生町１丁目５３番１号 072-677-3400

高槻市 株式会社合通　高槻配送支店 大阪府高槻市芝生町４－３３－１ 0726-78-1283

高槻市 ダイセーロジスティクス株式会社　大阪ハブセンター 大阪府高槻市芝生町１－５２－１ 072-668-5313

高槻市 鴻池運輸株式会社　大阪定温流通センター営業所 大阪府高槻市三島江２－２－６ 072-677-7755

高槻市 株式会社浜田　本社 大阪府高槻市柱本３丁目８番６号 072-678-6601

高槻市 とどろき運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市柱本新町１７番１０号 072-677-3350

高槻市 共和運輸株式会社　本社営業所 大阪府高槻市浦堂本町３６－３１ 072-689-5243

高槻市 ヤマト運輸株式会社　高槻西部支店 大阪府高槻市土室町１７０－１，１７１－１ 080-5045-1488

阪南市 ヤマト運輸株式会社　阪南支店 大阪府阪南市鳥取中３９０番地１、７ 072-470-0371

阪南市 ヤマト運輸株式会社　箱作センター 大阪府阪南市箱作２０８２－３、２０８５－１ 072-476-3151

堺市 大長郵便輸送株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区黒山２６０－１ 072-363-0466

堺市 大長運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区丹上３１５番地１ 072-362-3821

堺市 近物レックス株式会社　南大阪支店 大阪府堺市美原区平尾３２１－２ 072-363-5320

堺市 大西運送有限会社　堺営業所 大阪府堺市美原区木材通１丁目７－４６ 072-361-3360

堺市 株式会社アストサービス　本社営業所 大阪府堺市美原区北余部４０－１０ 0721-80-3366

堺市 津野山陸運株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区今井１１９－２ 072-362-2326

堺市 福栄ロジスティクス株式会社　本社 大阪府堺市美原区今井２９７ 072-362-9194

堺市 セイシンロジスティックス株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区今井３４７番地１５ 072-290-7593

堺市 宮地運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市美原区太井５４９番地３３ 072-369-0010

堺市 有限会社山本運送店　本社営業所 大阪府堺市堺区今池町３－５－２５ 072-232-5665

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺南支店 大阪府堺市南区豊田６２５，６２６ 072-298-3661

堺市 泉北陸運株式会社　本社営業所 大阪府堺市南区畑１８５ 072-297-1202

堺市 上神谷運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市南区原山台５－１３－２ 072-298-1000

堺市 株式会社サカイ引越センター　堺支社 大阪府堺市堺区高砂町３丁７８－１ 072-244-5210
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堺市 株式会社サンボウ　本社営業所 大阪府堺市堺区石津北町４１ 072-245-2801

堺市 酸和運送株式会社　大阪営業所 大阪府堺市堺区出島西町３ー９ 072-280-0890

堺市 有限会社松本物流　本社営業所 大阪府堺市堺区出島西町３番２４ 072-280-2118

堺市 竹田運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市堺区楠町２丁２－１ 072-241-1881

堺市 株式会社大阪西物流　堺営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１番５７号 072-225-0550

堺市 有限会社三宝物流　本社営業所 大阪府堺市堺区南島町３丁１３０番地 072-222-5538

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺浜支店 大阪府堺市堺区南島町４丁１７番地 072-282-7022

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺支店 大阪府堺市堺区三宝町６－３１６－３，５ 072-227-8285

堺市 早崎運送株式会社　本社 大阪府堺市堺区山本町５－１０４ 072-232-7729

堺市 株式会社引越社　港営業所 大阪府堺市北区北花田町４丁１０６番地１６ 072-253-9290

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺大泉支店 大阪府堺市北区北花田町４丁８９－２３ 072-240-8782

堺市 ヤマト運輸株式会社　新金岡センター 大阪府堺市北区中村町６２０番地１ 072-252-3265

堺市 株式会社ジェイネットライン　本社営業所 大阪府堺市北区野遠町５０番地 072-240-8885

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺北支店 大阪府堺市北区金岡町２０１３－１他２筆 072-258-6012

堺市 芝山運送株式会社　本店営業所 大阪府堺市北区金岡町３２３ 072-252-0305

堺市 ヤマト運輸株式会社　もず陵南センター 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁３７６番地２ 072-276-7525

堺市 大浪陸運株式会社　大阪事業所 大阪府堺市西区築港新町１－５－３ 072-243-7073

堺市 コウノイケ・エキスプレス株式会社　大阪事業所 大阪府堺市西区石津西町７番４ 072-243-2101

堺市 大陽液送株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区石津西町１２－１ 072-241-6656

堺市 立正運送株式会社　堺営業所 大阪府堺市西区石津西町９４番地１０ 072-244-8903

堺市 山亀運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区石津西町１０番地１号 072-244-5422

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺臨海センター 大阪府堺市西区浜寺石津町中１丁９６ 072-280-5813

堺市 株式会社ライジング　本社営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町東１丁６番２４号 072-280-2100

堺市 要運輸株式会社　本社営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町東４－１２－６ 072-244-5023

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺西支店 大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－９５－１，４，５ 072-262-6884

堺市 粉浜運輸株式会社　本社 大阪府堺市西区浜寺船尾町西３丁６１、６８－１ 072-261-6702

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺菱木支店 大阪府堺市西区上９９番地 072-289-8402

堺市 株式会社堺相互　本社営業所 大阪府堺市西区菱木１－２３１４－２ 072-273-6232

堺市 株式会社トータルプラン・ナカニシ　本社営業所 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８番地 072-262-3400

堺市 丸髙運送株式会社　本社営業所 大阪府堺市東区日置荘北町３丁１５－３８ 072-287-1102

堺市 株式会社オプラス　大阪営業所 大阪府堺市東区北野田８２７番地 072-289-2840

堺市 ヤマト運輸株式会社　堺東支店 大阪府堺市中区土塔町１４７－１ 072-239-2819

堺市 ヤマト運輸株式会社　深井支店 大阪府堺市中区深井中町１２６０番地１ 072-276-6255

四條畷市 ヤマト運輸株式会社　四條畷支店 大阪府四條畷市中野本町２９２－１，２９３－１ 080-5045-1303

守口市 ヤマト運輸株式会社　守口支店 大阪府守口市八雲中町３丁目１３－３２ 080-5045-1351
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守口市 大阪やよい運送株式会社　本社営業所 大阪府守口市八雲中町２－１２－２４ 06-6908-3722

守口市 株式会社引越社　東大阪営業所 大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（４Ｆ） 06-6994-8899

守口市 株式会社谷山運送　本社 大阪府守口市東郷通２－１４－１８ 06-6996-1633

守口市 株式会社トランスネットトキワ　本社 大阪府守口市南寺方東通四丁目２０番１５号 06-6996-1100

守口市 有限会社城東高速運輸　本社営業所 大阪府守口市南寺方東通５－２４－１０ 06-6913-5395

守口市 谷正運輸株式会社　本社営業所 大阪府守口市南寺方東通４－２１－２４ 06-6998-5695

松原市 西濃運輸株式会社　松原支店 大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号 06-4802-3025

松原市 株式会社合通カシロジ　カシロジホーム 大阪府松原市大堀１丁目５番８号 072-339-3310

松原市 株式会社合通カシロジ　松原支店 大阪府松原市丹南３丁目２番３３号 072-330-5531

松原市 ヤマト運輸株式会社　上田センター 大阪府松原市柴垣２丁目５１６－２ 072-339-1021

松原市 伸交運輸株式会社　本社営業所 大阪府松原市天美我堂７－４３３ 072-335-1231

松原市 天美陸運株式会社　本社営業所 大阪府松原市三宅中７－７－１４ 072-334-6116

松原市 ヤマト運輸株式会社　松原支店 大阪府松原市三宅中６―８５５，８５６―１ 072-331-2587

寝屋川市 中鋼運輸株式会社　大阪営業所 大阪府寝屋川市池田３－６－２１ 072-826-5186

寝屋川市 株式会社サカイ引越センター　京阪支社 大阪府寝屋川市豊里町１－１２ 072-835-1264

寝屋川市 株式会社寺田自動車　大阪寝屋川営業所 大阪府寝屋川市仁和寺本町４丁目１１－２７ 072-813-7188

寝屋川市 株式会社野出運輸　本社営業所 大阪府寝屋川市寝屋１丁目３７番２８号 072-825-2301

寝屋川市 中越運送株式会社　大阪営業所 大阪府寝屋川市堀溝１丁目２１－１ 072-822-1501

寝屋川市 田村運輸株式会社　本社営業所 大阪府寝屋川市秦町１２－３３ 072-822-3686

吹田市 株式会社ムロオ　大阪支店 大阪府吹田市岸部中５丁目４８番２ 06-6380-4400

吹田市 トランコムＤＳ株式会社　第一センター 大阪府吹田市幸町４番１号 06-6599-0030

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田末広町センター 大阪府吹田市末広町２０３４－３ 080-5044-6695

吹田市 有限会社誠弘運輸　本社営業所 大阪府吹田市川岸町５番２０号 06-6318-4555

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田泉町センター 大阪府吹田市泉町３丁目１９番３６号 080-5043-7864

吹田市 株式会社ロジック　本社 大阪府吹田市南吹田２丁目２番１０号 06-6317-2001

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田支店 大阪府吹田市南吹田４－４４０７－３，４ 080-5043-7846

吹田市 株式会社引越社　北大阪営業所 大阪府吹田市青葉丘南６番２３号 06-4864-8890

吹田市 株式会社タマックス　本社 大阪府吹田市清水８番１８号 06-6877-8815

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田北支店 大阪府吹田市山田北２９９０，２９７２－１ 080-5044-6666

吹田市 ヤマト運輸株式会社　吹田春日センター 大阪府吹田市春日３－３１４－３ 06-6380-8573

吹田市 株式会社ジェイアール西日本マルニックス　千里支店 大阪府吹田市津雲台７－７－１８ 06-6831-5001

摂津市 株式会社シンクラン　千里丘営業所 大阪府摂津市千里丘７丁目９番３１号 080-3632-3724

摂津市 株式会社保証合同　鶴野 大阪府摂津市鶴野２丁目３番１１号 072-646-5000

摂津市 大和通商株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号 072-657-0100

摂津市 千里運輸株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鶴野３－６－１１ 072-638-2301
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摂津市 カリツー株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鶴野４－１２－３２ 072-634-0070

摂津市 信越定期自動車株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市東別府３－３－１０ 06-6349-0124

摂津市 大阪運輸倉庫株式会社　複合営業所 大阪府摂津市東別府３丁目１番７号 06-6340-0150

摂津市 大阪運輸倉庫株式会社　鳥飼営業所 大阪府摂津市東別府３－１－７ 06-6349-1821

摂津市 株式会社ブレックス　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番６２号 072-653-2201

摂津市 双葉運送株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目１２番２１号 072-653-1922

摂津市 株式会社ニッシン・ロジスティクス　大阪 大阪府摂津市鳥飼本町３－２－３５ 072-653-7733

摂津市 浪輪ケミカル株式会社　大阪事業所 大阪府摂津市鳥飼本町３丁目１０番１７号 072-654-6071

摂津市 株式会社永尾運送　摂津 大阪府摂津市鳥飼本町４－５－８ 072-654-1414

摂津市 ヤマト運輸株式会社　摂津支店 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１０７１ 080-5045-1033

摂津市 アジア運輸株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目５番３１号 072-653-7577

摂津市 見山サービス株式会社　本社 大阪府摂津市鳥飼本町２丁目１１番１５号 072-654-2341

摂津市 大阪西運送株式会社　鳥飼営業所 大阪府摂津市鳥飼本町２－６－２４ 072-654-6630

摂津市 西日本エア・ウォーター物流株式会社　大阪運輸営業所 大阪府摂津市鳥飼野々３丁目２番１５号 072-654-1481

摂津市 新関西運輸株式会社　摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼八防１－１８－７ 072-654-0101

摂津市 株式会社江川商運　本社 大阪府摂津市鳥飼上４－６－１０ 072-654-0093

摂津市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北大阪支店 大阪府摂津市鳥飼上２丁目４－２０ 072-650-1201

摂津市 株式会社翔樹　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目１３－４１ 072-653-7447

摂津市 株式会社プレジャー関西　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４－１－１９ 072-665-5330

摂津市 株式会社ヤマザキ物流　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目２番３０号 072-650-3256

摂津市 大阪センコー運輸株式会社　新流営業所 大阪府摂津市鳥飼上５－２－５２ 072-654-2015

摂津市 株式会社明新運輸　摂津物流センター 大阪府摂津市鳥飼上５－２－５２ 072-654-3116

摂津市 東豊配送株式会社　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼銘木町１７－１１ 072-654-4558

摂津市 株式会社藤本運送　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目６ 090-3036-6055

摂津市 株式会社ロード　本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３１番２号 072-677-2522

摂津市 間口陸運株式会社　大阪北営業所 大阪府摂津市鳥飼西５丁目１－８ 072-637-5190

摂津市 平和産業株式会社　大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼西５－４－１５ 072-653-4422

摂津市 株式会社大谷　本社営業所 大阪府摂津市東一津屋７番２号 06-6827-1800

泉佐野市 ヤマト運輸株式会社　泉佐野支店 大阪府泉佐野市市場西１－３７３－１，３７５－１ 0724-61-1582

泉佐野市 東大阪油脂運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉佐野市長滝３７９５－３ 072-466-0225

泉佐野市 宇賀急配株式会社　本社 大阪府泉佐野市笠松１－１－７ 072-462-1515

泉佐野市 株式会社大谷　りんくう営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来南５－３２ 072-418-6521

泉佐野市 日本ルートサービス株式会社　りんくう事業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２ 072-463-6702

泉佐野市 ヤマト運輸株式会社　関西空港支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番１０ 0724-60-2955

泉佐野市 株式会社ウイングエキスプレス　本社営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北５番地４ 072-469-1766
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泉佐野市 山藤運輸株式会社　本店 大阪府泉佐野市住吉町５－３ 072-462-8731

泉佐野市 片岡運輸株式会社　泉南事業本部 大阪府泉佐野市住吉町７－４ 072-464-2930

泉佐野市 有限会社滝川運輸　りんくう 大阪府泉佐野市湊２丁目１８３２番１ 072-493-2518

泉大津市 嘉陽運輸機工株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市池浦町５－４－１４ 0725-33-2037

泉大津市 光急便株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市我孫子７０番地の７ 0725-32-8695

泉大津市 大津急送株式会社　本社 大阪府泉大津市汐見町１０４ 0725-21-1234

泉大津市 日本陸送株式会社　大阪 大阪府泉大津市小津島町４番地８ 0725-31-1922

泉大津市 南大阪センコー運輸整備株式会社　泉北営業所 大阪府泉大津市小津島町７－３ 0725-22-8898

泉大津市 佐川急便株式会社　堺営業所 大阪府泉大津市小津島町４－１２ 0725-22-7733

泉大津市 福山通運株式会社　泉大津支店 大阪府泉大津市臨海町２－１６ 0725-33-5181

泉大津市 東鉄運輸株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市臨海町１－１５－１ 072-522-1631

泉大津市 南海通運株式会社　本社営業所 大阪府泉大津市臨海町１－８ 0725-32-3241

泉南市 航空集配サービス株式会社　大阪支店 大阪府泉南市泉州空港南１番地 072-456-5627

泉南市 ヤマト運輸株式会社　泉南支店 大阪府泉南市信達市場１５８１－１ 072-482-8415

泉南市 有限会社野中運送　本社営業所 大阪府泉南市樽井９丁目１４－２８ 072-485-0893

大阪狭山市 ヤマト運輸株式会社　大阪狭山支店 大阪府大阪狭山市東野中４－６１９－１ 072-368-3703

大阪狭山市 狭山運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪狭山市茱萸木５－６３６ 072-360-1771

大阪市 大阪運輸倉庫株式会社　港営業所 大阪府大阪市港区海岸通３丁目３－５ 06-6576-1355

大阪市 天神運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市北区天神西町６－８ 06-6809-7879

大阪市 有限会社辻亀運送　本社営業所 大阪府大阪市北区中津４－９－１８ 06-6371-2223

大阪市 日倉機工運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市北区本庄西３－４－１ 06-6372-1531

大阪市 駿和物流株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市淀川区十八条３丁目１５番２号 06-6395-0227

大阪市 ヤマト運輸株式会社　淀川支店 大阪府大阪市淀川区西三国１丁目２０番地１ 06-4807-7352

大阪市 株式会社マルイチライン　本社 大阪府大阪市淀川区十三東５丁目１番６２－１１５号 06-6304-2166

大阪市 ヤマト運輸株式会社　淀川新北野センター 大阪府大阪市淀川区十三東３丁目１４４番２、１４４番３ 06-6309-3709

大阪市 株式会社クイック　三津屋営業所 大阪府大阪市淀川区三津屋北３－３－７１ 06-6308-3050

大阪市 ヤマト運輸株式会社　淀川新高センター 大阪府大阪市淀川区野中北１－１９－９ 06-6150-1170

大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　淀川支店 大阪府大阪市東淀川区西淡路６－４－１１１ 06-6324-7505

大阪市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　大阪中央輸送センター 大阪府大阪市都島区友渕町３－８－３４ 06-6925-6621

大阪市 越野運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市都島区都島本通５－４－２２ 06-6921-4567

大阪市 ヤマト運輸株式会社　都島中央支店 大阪府大阪市都島区片町１丁目７番２２号 080-5045-7266

大阪市 大阪運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市旭区赤川１－１１－８ 06-6921-6174

大阪市 ヤマト運輸株式会社　城東支店 大阪府大阪市城東区古市１－１－１，３８ 06-6936-2102
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大阪市 八光通商株式会社　本社 大阪府大阪市城東区永田１－３－１６ 06-6962-8521

大阪市 ヤマト運輸株式会社　城東中浜支店 大阪府大阪市城東区東中浜７丁目４９番４ 06-4258-3326

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東成支店 大阪府大阪市東成区深江北３－７－６ 06-6976-3602

大阪市 有限会社ミーノ　大阪営業所 大阪府大阪市東成区大今里南１－２２－１４　４０７号 06-6748-0248

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東成中本支店 大阪府大阪市東成区東中本３丁目２２－２ 06-6795-5170

大阪市 福山通運株式会社　今里支店 大阪府大阪市東成区東中本３－１１－３２ 06-6976-2951

大阪市 株式会社新星運輸商事　安田事業所 大阪府大阪市鶴見区安田１丁目１１番１０号 06-6967-8162

大阪市 日本通運株式会社　東部大阪事業所 大阪府大阪市鶴見区焼野３－２－２４ 06-4304-4122

大阪市 ヤマト運輸株式会社　鶴見支店 大阪府大阪市鶴見区横堤４－４１－１ 080-5045-1049

大阪市 アール梱包商事株式会社　本社 大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目１４番４号 06-6913-0067

大阪市 扇屋運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－７－１８ 06-6912-3016

大阪市 ヤマト運輸株式会社　谷町支店 大阪府大阪市中央区十二軒町２１番３ 06-6191-1173

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大手通３丁目センター 大阪府大阪市中央区大手通３－９ 06-6945-1324

大阪市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　大阪東営業所 大阪府大阪市中央区本町橋６－１０ 06-6944-6291

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪中央支店 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－４５・４７ 06-6261-9515

大阪市 共立運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市中央区博労町１－３－２ 06-6261-5271

大阪市 やまと運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市中央区高津１－６－１２ 06-6762-1451

大阪市 堀内運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市天王寺区大道１－７－１５ 06-6772-5556

大阪市 ヤマト運輸株式会社　生野支店 大阪府大阪市生野区巽中４－２８５－３ 06-6753-6721

大阪市 株式会社恵和テック　本社営業所 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１４－１９ 06-6719-0266

大阪市 日本通運株式会社　関西警送支店 大阪府大阪市東住吉区今林２丁目４番４号 06-6753-1066

大阪市 ヤマト運輸株式会社　東住吉支店 大阪府大阪市東住吉区鷹合１－４－９ 06-6607-7106

大阪市 株式会社エイチ・ワイ・エス　本社営業所 大阪府大阪市平野区加美北２－２－１３ 06-6765-2248

大阪市 株式会社泉州サービス　本社営業所 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１－２３－２１ 06-4303-6655

大阪市 株式会社カントラロジ　平野営業所 大阪府大阪市平野区長吉出戸７丁目３番４２号 06-6701-8000

大阪市 株式会社エース　本社営業所 大阪府大阪市平野区瓜破東８丁目３番８号 06-6704-5050

大阪市 ヤマト運輸株式会社　平野支店 大阪府大阪市平野区背戸口２－２－４，７ 06-6760-5322

大阪市 株式会社東陽運輸　本社営業所 大阪府大阪市平野区平野東４－５－１９ 06-6792-1080

大阪市 株式会社西日本トランスポート　本社 大阪府大阪市平野区平野馬場２丁目２番３４号 06-6797-1916

大阪市 富士興業有限会社　本社 大阪府大阪市西区京町堀３－３－７ 06-6444-4093

大阪市 三星海運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西区新町４－１９－９ 06-6538-1832

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪南堀江４丁目センター 大阪府大阪市西区南堀江４丁目１６番地１ 06-6535-3037

大阪市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　大阪西航空営業

所
大阪府大阪市西区川口２－８－５ 06-6583-5677

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪西支店 大阪府大阪市西区川口２－３０－１、２ 06-6584-0793
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大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪九条南センター 大阪府大阪市西区九条南３丁目２７番１７号 06-6858-3715

大阪市 大協高速運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区三軒家西２－３－２ 06-6551-7450

大阪市 タカラサービス株式会社　本社 大阪府大阪市大正区三軒家東３丁目２番１５号 06-6554-6868

大阪市 中越運送株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３－１６９ 06-6553-3551

大阪市 協同運輸株式会社　本社 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１７番３１号 06-6552-1101

大阪市 エス・トランスポート株式会社　大阪 大阪府大阪市大正区小林西１丁目２５番１３号 06-6556-3111

大阪市 宏栄産業株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区小林西１丁目９番４号 06-6555-3315

大阪市 関西海運株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区小林西１－２５－１３ 06-6552-1601

大阪市 愛知陸運株式会社　本社 大阪府大阪市大正区南恩加島５－１４－８ 06-6552-8864

大阪市 瀬川工業運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島２丁目７－２９ 06-6552-6726

大阪市 株式会社三好ロジテック　本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島２－７－３１ 06-6551-1262

大阪市 有限会社大恵ユニック　本社営業所 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目８番１号 06-6551-0613

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大正支店 大阪府大阪市大正区泉尾７丁目１番地５号 06-6553-7861

大阪市 北陽運輸機設株式会社　本社営業所 大阪府大阪市大正区泉尾７－７－２ 06-6552-5451

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪港支店 大阪府大阪市港区波除１－４－７７ 06-6586-5445

大阪市 株式会社小西運輸　本社 大阪府大阪市港区磯路３丁目１７番８号 06-6574-1515

大阪市 小西運輸株式会社　本社 大阪府大阪市港区磯路３－１７－８ 06-6574-1515

大阪市 松平物流産業株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区夕凪１丁目３番１９号 06-6576-0675

大阪市 此花興産株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区市岡２丁目５番２０号 06-6571-6200

大阪市 株式会社アルファ物流　大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡４丁目６番６９号 06-6574-1917

大阪市 株式会社藤井商会　本社 大阪府大阪市港区市岡２－５－２０ 06-6571-5012

大阪市 トランコムＤＳ株式会社　港センター 大阪府大阪市港区福崎２－１－８２ 06-6599-0030

大阪市 ケイアイ株式会社　港出張所 大阪府大阪市港区福崎２丁目１番３６号 06-6577-7808

大阪市 三共運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区福崎３丁目１－１８８ 06-6571-2301

大阪市 大和通商株式会社　南大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎２丁目１番８２ 06-4395-6202

大阪市 横浜低温流通株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎２－７－３ 06-4394-7077

大阪市 株式会社つばめ急便　港営業所 大阪府大阪市港区福崎１丁目３番５７号 06-6573-4151

大阪市 山陽自動車運送株式会社　大阪港 大阪府大阪市港区福崎２－４－１４ 06-6576-1234

大阪市 ＳＢＳ三愛ロジ関西株式会社　ＢＣＫ営業所 大阪府大阪市港区福崎２－１－３６ 06-4395-6211

大阪市 橋本運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区三先１－６－７ 06-6571-0333

大阪市 ヤマト運輸株式会社　天保山支店 大阪府大阪市港区築港３－１－３２ 06-6572-2433

大阪市 株式会社植田組運送店　本社営業所 大阪府大阪市港区海岸通４－２－２３ 06-6574-2764

大阪市 有限会社フタバ運送店　本社営業所 大阪府大阪市港区海岸通４－２－２３ 06-6574-2763

大阪市 株式会社寿運送店　本社営業所 大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号 06-6574-2763

大阪市 キャリーネット株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市港区港晴５－２－２４ 06-6571-3165
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大阪市 水原運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市港区港晴２－１４－１９ 06-6573-1501

大阪市 株式会社メロス　港営業所 大阪府大阪市港区港晴４丁目１８番２９号 06-6574-3711

大阪市 大阪ダイハツ輸送株式会社　本社 大阪府大阪市福島区福島１丁目４番２６号 06-6453-1911

大阪市 株式会社合通　本社営業所 大阪府大阪市福島区福島５－３－８ 06-6458-2553

大阪市 福山通運株式会社　大阪支店 大阪府大阪市福島区大開４－１－１８ 06-6462-5251

大阪市 株式会社カイシン物流サービス　本社 大阪府大阪市此花区西九条１丁目２７番１２号 06-4804-5656

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪此花支店 大阪府大阪市此花区春日出南１丁目３－９ 06-6460-5085

大阪市 株式会社中谷商会　本社営業所 大阪府大阪市此花区春日出南１－２－１０ 06-6462-2773

大阪市 富士興業株式会社　安治川営業所 大阪府大阪市此花区酉島５丁目８－１０ 06-6468-3031

大阪市 鴻池運輸株式会社　伝法営業所 大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９ 06-6468-5431

大阪市 北港運輸株式会社　大阪支店 大阪府大阪市此花区島屋１－１－３ 06-6461-1025

大阪市 株式会社辰巳商会　此花営業所 大阪府大阪市此花区桜島３－２－７５ 06-6468-4671

大阪市 加藤運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区梅町２丁目１番５６号 06-6460-5215

大阪市 佐川急便株式会社　此花営業所 大阪府大阪市此花区北港１丁目６２５番 06-6463-0820

大阪市 大新運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市此花区北港２－４－１ 06-6395-0712

大阪市 南大阪センコー運輸整備株式会社　舞洲営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１丁目４－５３ 06-4804-8533

大阪市 株式会社エルス　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４３ 06-4804-5570

大阪市 谷川運輸倉庫株式会社　営業本部　阪神事業部 大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１０番３０号 06-6460-7755

大阪市 ＡＳＫＵＬＬＯＧＩＳＴ株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市此花区北港緑地２－１－６６ 06-4804-5035

大阪市 有限会社サカノ商運　本社営業所 大阪府大阪市此花区酉島５丁目１１番１１７号 06-6468-8887

大阪市 有限会社アルディック　本社営業所 大阪府大阪市此花区常吉２丁目１１－４７ 06-6468-7772

大阪市 佃運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区佃１－１－６０ 06-6474-1800

大阪市 ヤマト運輸株式会社　西淀川御幣島センター 大阪府大阪市西淀川区竹島５丁目２５番１ 06-6476-5230

大阪市 立正運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区竹島２－２－１９ 06-6478-1700

大阪市 株式会社山定物流　大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区御幣島１丁目１７番６号 06-6732-9891

大阪市 株式会社久津運送店　関西営業所 大阪府大阪市西淀川区御幣島５丁目１６ 06-6476-5955

大阪市 西鉄運輸株式会社　関西支店 大阪府大阪市西淀川区千舟３－３－２４ 06-6471-6671

大阪市 宮崎運輸株式会社　大阪支店 大阪府大阪市西淀川区千舟２－３－３４ 06-6474-7741

大阪市 株式会社丸運トランスポート西日本　近畿営業所 大阪府大阪市西淀川区大和田２－３－１８ 06-6475-0206

大阪市 姫路合同貨物自動車株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区福町１丁目２－２４ 06-6195-1094

大阪市 久留米運送株式会社　大阪支店 大阪府大阪市西淀川区福町３－４－２２ 06-6474-1151

大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　大阪中央支店 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目９－１７ 06-6478-6001

大阪市 株式会社オグラ　本社 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目８番１３３号 06-6195-7718

大阪市 明雪運輸株式会社　西淀川営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２－１－２７ 06-4862-6496

大阪市 株式会社日立物流西日本　西淀川第一営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２－１０－２８ 06-6478-9055
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大阪市 荒木運輸株式会社　西淀川物流センター 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目７番４８号 06-6476-1505

大阪市 株式会社スマート・ロジ　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５番３９ 06-6123-7787

大阪市 日本通運株式会社　大阪西支店 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１０番１１５号 06-6478-0220

大阪市 株式会社ナステック物流　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区西島１丁目１番１００号 06-6478-8500

大阪市 株式会社ヒガシトゥエンティワン　阪神ロジネット事業部 大阪府大阪市西淀川区西島１－１－２ 06-6478-6051

大阪市 古河運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区大野３－７－１６８ 06-6472-6171

大阪市 大阪此花運送株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西淀川区福町１－１２－４０ 06-6473-2031

大阪市 ヤマト運輸株式会社　西淀川中島センター 大阪府大阪市西淀川区百島１丁目３番９３号 06-6476-5705

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪日本橋支店 大阪府大阪市浪速区下寺３丁目１０番９、１０ 06-4397-8555

大阪市 株式会社長栄運送店　本社営業所 大阪府大阪市浪速区日本橋５－３－６ 06-6632-6121

大阪市 有限会社大地運輸　本社営業所 大阪府大阪市浪速区日本橋東２－１０－３ 06-6644-1431

大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目２番７０号 06-6684-2107

大阪市 ヤマト運輸株式会社　難波支店 大阪府大阪市浪速区桜川３－８－３４ 06-6561-7162

大阪市 株式会社日之出運輸　南大阪支店 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目２番６号 06-6568-7811

大阪市 ヤマト運輸株式会社　久保吉センター 大阪府大阪市浪速区久保吉１丁目１２４２－２６ 06-4392-5023

大阪市 松本運送株式会社　本社 大阪府大阪市西成区千本南２－１４－３２ 06-6659-5289

大阪市 堂島運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市西成区南津守７丁目１３番４７号 06-6658-2205

大阪市 株式会社ロジパルエクスプレス　大阪営業所 大阪府大阪市西成区南津守２丁目１－３０ 06-4703-5720

大阪市 ヤマト運輸株式会社　玉出支店 大阪府大阪市西成区南津守７－５６－４ 06-6661-5261

大阪市 梅田運輸倉庫株式会社　津守　営業所 大阪府大阪市西成区南津守２丁目３番２号 06-6656-8875

大阪市 共立運送株式会社　西大阪営業所 大阪府大阪市西成区南津守５丁目２番４７号 06-6655-5151

大阪市 ヤマト運輸株式会社　我孫子センター 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１１番１１号 06-6609-8970

大阪市 ヤマト運輸株式会社　住吉支店 大阪府大阪市住吉区南住吉１－１５－１８ 06-4700-3270

大阪市 鴻池運輸株式会社　堺 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８－７６ 06-6115-3380

大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区柴谷１－２－７０ 06-7174-8288

大阪市 ヤマト運輸株式会社　大阪主管支店 大阪府大阪市住之江区柴谷１－１０－９ 06-6682-8630

大阪市 ヤマト運輸株式会社　北島支店
大阪府大阪市住之江区緑木２丁目２７番１、３０番地１、

３
06-6684-2515

大阪市 株式会社阪和エキスプレス　大阪 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１－４３ 06-6686-3025

大阪市 株式会社樋口物流サービス　南港 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目４番３７号 06-6682-0222

大阪市 株式会社哉翔　本社 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番１７－２０４号 06-6686-3939

大阪市 オー・エス・ライン株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島７－４－６２ 06-6682-5611

大阪市 織田運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島５丁目３番２５号 06-6686-5590

大阪市 有限会社コーナン商事　本社 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目３番９号 06-4702-7705
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大阪市 株式会社オークラロジ　大阪南港 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目４－６５ 06-4702-8008

大阪市 株式会社タカナワ　大阪支社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０番７８号 06-4702-0121

大阪市 株式会社ミナトライン　本社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５ 06-6681-1414

大阪市 神戸ヤマト運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目２－８４ 06-6105-0044

大阪市 日誠商運株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区平林南２－４－５ 06-6682-2511

大阪市 株式会社デカックコーポレーション　本社営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目８番８７号 06-4702-2300

大阪市 新栄運輸株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７－４５ 06-6685-0222

大阪市 マルイ運輸株式会社　関西営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１３８ 06-6683-0130

大阪市 関西カーゴトランス株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１番２１号 072-970-6753

大阪市
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　関西

美術品支店
大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－９９ 06-6612-8760

大阪市 ワールドトランス株式会社　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号 06-6690-7316

大阪市 株式会社エーティキャリア　大阪 大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２ 078-272-6366

大阪市 株式会社阪急阪神ロジパートナーズ　南港運輸営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１－９３ 06-6614-7923

大阪市 大南運送株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号 06-6615-1515

大阪市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6613-2800

大阪市 八大運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東８丁目１番９０号 06-6612-5628

大阪市 日本高速輸送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東９－４－５ 06-6612-1401

大阪市 ヤマト運輸株式会社　住之江支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－９９ 06-6569-6712

大阪市 阪神コンテナー輸送株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－８８ 06-6613-2883

大阪市 トールエクスプレスジャパン株式会社　南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6614-2109

大阪市 産興運輸株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９番３４号 06-6616-4108

大阪市 サキシマ運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東８－１－１３ 06-6613-8822

大阪市 株式会社ロジネットジャパン西日本　大阪支店 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－１０８ 06-6615-3656

大阪市 高出運輸有限会社　大阪 大阪府大阪市住之江区南港南４丁目１番地３０ 06-6616-5566

大阪市 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２－４－４３ 06-7739-7500

大阪市 株式会社旭日通商　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２丁目１２番３１号 06-6571-5630

大阪市 株式会社レックス　大阪 大阪府大阪市住之江区南港南６－１－３３ 06-4703-7770

大阪市 有限会社ベスト　南港 大阪府大阪市住之江区南港南３－１０－２７ 06-6569-3610

大阪市 間口ランドサービス株式会社　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南６丁目２２番１ 06-6569-1733

大阪市 株式会社セイワ運輸　本社 大阪府大阪市住之江区南港南５丁目２番１００号 06-4703-0881

大阪市 株式会社久津運送店　南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南３丁目６番３０号 06-6569-2801

大阪市 近畿エキスプレス株式会社　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目８－４１ 06-6682-1199

大阪市 エスエーサービス株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1040

大阪市 エスエーロジテム株式会社　大阪 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1045
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大阪市 エスエーエル株式会社　本社 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目１番１９号 06-6612-1047

大阪市 脇田運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港中１丁目１番７２号 06-6612-1951

大阪市 株式会社神陸コンテナ輸送　大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港中８丁目２－６ 06-6569-1102

大阪市 株式会社近通　咲洲営業所 大阪府大阪市住之江区南港中６－３－４４ 06-6613-5111

大阪市 新垣運輸株式会社　本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港北２丁目４番４号 06-6614-3420

大阪市 菱倉運輸株式会社　海上コンテナ現業課 大阪府大阪市住之江区南港北３－２－４６ 06-6614-2560

大阪市 株式会社関西丸和ロジスティクス　大阪事業所 大阪府大阪市城東区諏訪４丁目１２－３１ 06-6378-5190

大東市 旭陸運倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府大東市御供田３丁目１３７番２ 072-871-0621

大東市 有限会社広新　本社営業所 大阪府大東市灰塚５丁目１番４５号 072-806-2626

大東市 井上運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府大東市諸福５－１３－４ 072-872-0889

大東市 大東陸運株式会社　本社営業所 大阪府大東市太子田３－１－１６ 072-873-4451

大東市 ケイアイ株式会社　大阪営業所 大阪府大東市新田旭町２－１８ 072-875-3334

大東市 株式会社トランソニック　大東営業所 大阪府大東市御領１丁目１０番４号 072-889-7671

池田市 株式会社ヒチロウ　池田営業所 大阪府池田市空港１－１３－１ 072-990-3636

池田市 株式会社ファースト・ロジスティックス　大阪営業所 大阪府池田市空港１－１３－１ 06-6841-5159

池田市 ダイハツ輸送株式会社　本社事業所 大阪府池田市ダイハツ町４－１ 072-754-3388

東大阪市 谷川運輸倉庫株式会社　営業本部　東大阪事業部 大阪府東大阪市稲田三島町２番５８号 06-6745-0401

東大阪市 三晃運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市楠根２－４－１１ 06-6745-1526

東大阪市 玉村運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市楠根２－９３－１、２、３、９ 06-6748-2560

東大阪市 日本図書輸送株式会社　関西物流センター 大阪府東大阪市長田東二丁目１番２９号 06-6746-5383

東大阪市 荒木運輸株式会社　東大阪物流倉庫 大阪府東大阪市長田東５丁目３番３７号 06-4309-0981

東大阪市 日の出運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市長田３－３－２０ 06-6981-2650

東大阪市 株式会社大西運送エクスプレス　本社営業所 大阪府東大阪市御厨東２丁目１３－３８ 06-6788-5551

東大阪市 金子運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目６番５号 06-6781-8531

東大阪市 大阪ライン有限会社　本社営業所 大阪府東大阪市西堤本通東２丁目６－３３ 06-6753-7101

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪高井田支店 大阪府東大阪市高井田２３番２０号 080-5045-1157

東大阪市 平田運送株式会社　高井田 大阪府東大阪市川俣１－９－１０ 06-6784-0150

東大阪市 株式会社ロジックス近畿　本社営業所 大阪府東大阪市高井田中３－４－４ 06-6787-2256

東大阪市 シンヨー運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市衣摺５丁目２０番３０号 06-6728-4040

東大阪市 本山運輸株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市渋川町３丁目１０番２８号 06-6727-1001

東大阪市 生野運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市渋川町３－３－３ 06-6727-6060

東大阪市 平和運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納４丁目１０－２ 072-960-7728

東大阪市 福山パーセルサービス株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納５丁目６番１０号 072-889-5030

東大阪市 アントレー物流株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市加納３－１２－３７ 072-965-4800

東大阪市 いちかわ倉庫株式会社　河内営業所 大阪府東大阪市加納１丁目６番１１号 072-962-8201
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東大阪市 オオタニロジ株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市今米二丁目６番５０号 072-962-9200

東大阪市 丸一運輸株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市川田１－６－３３ 0729-62-4421

東大阪市 ワールド運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市中新開１丁目３番１７号 072-967-7361

東大阪市 スチール運輸株式会社　本社 大阪府東大阪市箕輪３丁目６－８２ 072-962-0708

東大阪市 ミフネトランスポート株式会社　大阪営業所 大阪府東大阪市古箕輪１丁目３番５号 072-965-3051

東大阪市 東海商運株式会社　東大阪 大阪府東大阪市水走１丁目１５番３９号 072-966-7373

東大阪市 池田産業株式会社　本社 大阪府東大阪市水走５－４－７ 072-966-5825

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪水走支店 大阪府東大阪市水走５－８－３０ 080-5045-1068

東大阪市 関西配送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市水走３－６－２５ 072-960-0811

東大阪市 株式会社廣和物流　本社営業所 大阪府東大阪市水走１丁目１７－３９ 072-960-8123

東大阪市 第一貨物株式会社　大阪支店 大阪府東大阪市水走２－３－２３ 072-966-8550

東大阪市 有限会社ユニックジャパン　本社
大阪府東大阪市岩田町３丁目４番３号　福井マンション３

０１号
06-6728-7210

東大阪市 荒木運輸株式会社　大阪主管店 大阪府東大阪市若江西新町５ー５－１１ 06-6728-6888

東大阪市 鴻池運輸株式会社　東大阪流通センター営業所 大阪府東大阪市本庄東１－４３ 06-6744-0271

東大阪市 ヤマトボックスチャーター株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄一丁目１５番３５号 06-6748-7851

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪本庄支店 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 080-5045-1107

東大阪市 中越運送株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-6821

東大阪市 久留米運送株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-7631

東大阪市 東栄運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市南鴻池町１－１－１３ 06-6911-1553

東大阪市 株式会社ケイ・ツーロジネット　本社 大阪府東大阪市新庄西６番１８号 06-6736-5017

東大阪市 株式会社ケイ・ツーネットワーク　東大阪事業所 大阪府東大阪市新庄西６－２３ 06-6736-5081

東大阪市 株式会社ハルテ物流サービス　本社営業所 大阪府東大阪市新庄西２番５号 06-6744-8100

東大阪市 有限会社木村商事　大阪 大阪府東大阪市本庄西３丁目２８番地 06-6748-9005

東大阪市 荒木運輸株式会社　東大阪ＣＦセンター 大阪府東大阪市本庄西１丁目７番１１号 06-6747-0981

東大阪市 株式会社ノースライナー　大阪事業所 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目７番４８号 0729-40-7700

東大阪市 大信運輸倉庫株式会社　鴻池営業所 大阪府東大阪市東鴻池町４－３－４０ 072-963-9330

東大阪市 株式会社プラスライントランスポート　本社営業所 大阪府東大阪市島之内１丁目６番１５号 072-966-0157

東大阪市 サンコープログレス株式会社　本社 大阪府東大阪市菱江１丁目２５番１４号 072-970-6092

東大阪市 株式会社日本トランスネット　大阪支店 大阪府東大阪市菱江３－５－２ 072-965-2255

東大阪市 ヤマト運輸株式会社　東大阪菱江センター 大阪府東大阪市菱江２丁目１２番１０ 080-6699-1113

東大阪市 佐川急便株式会社　ハンガー営業所 大阪府東大阪市菱江２－１６－５ 072-965-6555

東大阪市 株式会社中原運輸　本社営業所 大阪府東大阪市善根寺町４－７－３６ 072-986-1305

東大阪市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　東大阪支店 大阪府東大阪市布市町２丁目１１２－１ 072-980-8451

東大阪市 株式会社東徳運輸　本社営業所 大阪府東大阪市布市町３丁目４番１号 072-981-1006
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東大阪市 大阪三興物流株式会社　石切営業所 大阪府東大阪市西石切町４丁目４番１６号 072-987-7095

東大阪市 和束運輸株式会社　東大阪営業所 大阪府東大阪市西石切町４丁目５８９－１ 072-980-8067

東大阪市 株式会社ユーシン　本社 大阪府東大阪市西石切町６丁目５番４１号 072-987-2963

東大阪市 内山運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市宝町１－２８ 072-981-2194

東大阪市 山口運送株式会社　本社 大阪府東大阪市鷹殿町１７－１７ 072-985-5444

東大阪市 西中運送株式会社　本社営業所 大阪府東大阪市南四条町２－２３ 072-985-2021

藤井寺市 佐川急便株式会社　藤井寺営業所 大阪府藤井寺市津堂２－１１－１０ 072-952-3900

柏原市 株式会社サンロジスティックス　阪南営業所 大阪府柏原市国分東条町４３１３番 072-975-1251

柏原市 ヤマト運輸株式会社　柏原支店 大阪府柏原市円明町４９５８，４９５９－１，４９６０ 0729-78-0834

八尾市 酒本商事株式会社　本社営業所 大阪府八尾市高美町６丁目３番７号 072-922-2470

八尾市 スギヤマ物流サービス株式会社　本社営業所 大阪府八尾市南小阪合町１－１－２３ 072-993-2211

八尾市 八尾運送株式会社　本社営業所 大阪府八尾市北木の本５－２３－１ 072-922-6601

八尾市 明治ロジテック株式会社　八尾食品物流センター 大阪府八尾市南亀井町４丁目４番２４号 072-925-5585

八尾市 神原運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市南太子堂４－４－３７ 072-999-6233

八尾市 日本通運株式会社　大阪南支店 大阪府八尾市神武町２番２４号 072-991-0169

八尾市 西川自動車株式会社　本社営業所 大阪府八尾市久宝寺５－３－４ 0729-93-2234

八尾市 エーエルプラス株式会社　八尾営業所 大阪府八尾市渋川町６丁目２－１１ 06-4801-9460

八尾市 新興運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市老原７丁目８８－１ 072-940-1288

八尾市 杉山エキスプレス株式会社　本社営業所 大阪府八尾市老原９丁目２５番地 072-991-3000

八尾市 株式会社山里物流サービス　本社営業所 大阪府八尾市福万寺町南４丁目１５番地４ 072-925-5800

八尾市 有限会社やよい物流サービス　本社営業所 大阪府八尾市福万寺町南４丁目１５番地４ 072-929-2071

八尾市 福山通運株式会社　八尾支店 大阪府八尾市福栄町２－３０ 072-996-6561

八尾市 東栄運輸株式会社　本社営業所 大阪府八尾市東山本町５－８－２１ 072-997-8000

八尾市 トールエクスプレスジャパン株式会社　東大阪支店 大阪府八尾市西高安町４丁目７１ 072-923-0801

富田林市 株式会社ランドホープ　本社 大阪府富田林市中野町二丁目５４０－１ 0721-26-0237

富田林市 株式会社ヨロズ物流　本社 大阪府富田林市中野町２丁目５４０－１ 0721-24-8927

富田林市 東信梱包株式会社　本社 大阪府富田林市若松町東２－２－１０ 0721-24-5995

富田林市 ヤマト運輸株式会社　若松町東センター 大阪府富田林市若松町東２丁目２５ 0721-20-4512

富田林市 ヤマト運輸株式会社　富田林支店 大阪府富田林市中野町西２－７５－１，７６－１ 0721-25-5290

富田林市 ヤマト運輸株式会社　富田林錦織支店 大阪府富田林市錦織東１－２０－３ 0721-20-4085

豊中市 仁川運輸株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市末広町２－１０－１０ 072-784-0257

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中北支店 大阪府豊中市蛍池西町２－８－３６ 06-6845-6198

豊中市 航空集配サービス株式会社　浪速営業所
大阪府豊中市蛍池西町３－４００　大阪国際空港南貨物地

区
06-6398-7851

豊中市 アートコーポレーション株式会社　吹田支店 大阪府豊中市上新田２丁目１３番１５号 06-6835-0123

15／18　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

豊中市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市原田南２－２－１３ 06-6152-5401

豊中市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市原田南１－１４８－４ 06-6866-3711

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中曽根センター 大阪府豊中市原田元町３丁目１４番２７号 06-6840-5270

豊中市 菱江ロジスティクス株式会社　本店営業所 大阪府豊中市神州町２－８１ 06-6331-2453

豊中市 株式会社サカイ引越センター　阪神支社 大阪府豊中市二葉町２－６－３０ 06-6331-1141

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中二葉センター 大阪府豊中市三和町１－２－７ 06-6331-0021

豊中市 イヌイ運送株式会社　大阪営業所 大阪府豊中市庄内宝町３－２－１ 06-6331-1254

豊中市 タナカ物流株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市上津島３丁目１０番３号 06-6867-5180

豊中市 株式会社サカイ引越センター　豊中支社 大阪府豊中市服部寿町３－１７－５ 06-6864-1141

豊中市 日本通運株式会社　大阪中央営業課 大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号 06-4300-4082

豊中市 ヤマト運輸株式会社　豊中勝部センター 大阪府豊中市勝部３丁目５－３１ 06-6840-5810

豊中市 名鉄ゴールデン航空株式会社　豊中営業所 大阪府豊中市勝部２－１５－１ 06-6858-5263

枚方市 株式会社共英メソナ　枚方営業所 大阪府枚方市中宮大池２丁目２０番１号 072-898-0705

枚方市 高圓運輸株式会社　本社営業所 大阪府枚方市池之宮４－７－２１ 072-805-9177

枚方市 宮里産業株式会社　本社 大阪府枚方市星丘１丁目２４－５ 072-848-2525

枚方市 アントレー物流株式会社　本社営業所 大阪府枚方市星丘２丁目４３番９号 072-896-2255

枚方市 姫路合同貨物自動車株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市南中振３丁目２－２７ 072-835-5464

枚方市 株式会社ロジス・ワークス　関西流通センター 大阪府枚方市南中振３丁目７０番１０号 072-834-1307

枚方市 ケイユウロジスティクス株式会社　本社営業所
大阪府枚方市長尾家具町３－５－１９　メゾンデール４０

６
072-856-0637

枚方市 株式会社ココテック　本社営業所 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６号１０４号室 072-859-5555

枚方市 株式会社タイヨー運送　本店 大阪府枚方市野村元町６－１ 072-858-8350

枚方市 コフジ物流株式会社　本社 大阪府枚方市春日西町３－４５－１ 072-859-2135

枚方市 ヤマト運輸株式会社　枚方東支店 大阪府枚方市大峰東町３７０８－４他５筆 080-5045-1390

枚方市 キユーソーティス株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市野村中町２２８番 072-897-5731

枚方市 ヤマト運輸株式会社　枚方北支店 大阪府枚方市招堤中町２－１３９１　他４筆 080-5045-1369

枚方市 丸宮運輸株式会社　枚方営業所 大阪府枚方市招提大谷２－１１６０－１２ 072-857-3271

枚方市 サカエ株式会社　本社営業所 大阪府枚方市上野３－５－１ 072-840-2654

枚方市 長田産業株式会社　枚方営業所
大阪府枚方市茄子作南町２４５番２の一部、２８３番２の

一部
072-854-8866

箕面市 ヤマト運輸株式会社　箕面支店 大阪府箕面市粟生間谷東１丁目２５番１２号 080-6604-5578

箕面市 ヤマト運輸株式会社　千里中央支店 大阪府箕面市今宮２丁目６７－１ 072-749-3933

箕面市 太田運送株式会社　箕面営業所 大阪府箕面市船場東１－９－６ 072-729-8451

箕面市 佐川急便株式会社　箕面営業所 大阪府箕面市船場東１－５－１３ 072-727-5522

門真市 エムケー物流株式会社　本社営業所 大阪府門真市岸和田１丁目５番２３号 072-882-0070
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門真市 有限会社武翔　本社営業所 大阪府門真市岸和田３丁目４６番１号 072-842-6222

門真市 関西名鉄運輸株式会社　門真営業所 大阪府門真市北岸和田２丁目１０番２０号 072-882-5000

門真市 大日倉庫株式会社　大阪共同配送センター 大阪府門真市東江端町２番３号 072-882-7575

門真市 株式会社ＳＥＨＩＲＯ　本社営業所 大阪府門真市下馬伏町２番２８号 072-812-3968

門真市 関西配送株式会社　門真営業所 大阪府門真市三ツ島６３１ 072-887-5101

門真市 松潮物流株式会社　本社 大阪府門真市三ツ島６丁目２２番２３号 072-886-1180

門真市 株式会社オプラスロジス　大阪 大阪府門真市島頭４－２３－２１ 072-800-8841

門真市 ヤマト運輸株式会社　門真支店 大阪府門真市島頭１丁目２番８号 080-5045-1243

門真市 株式会社大阪大松運輸　本社
大阪府門真市大字上馬伏６０３他７筆（仮換地１８街区１

４－２）
072-881-1321

門真市 株式会社原田組　本社営業所 大阪府門真市四宮４丁目３－３０ 072-882-3624

門真市 株式会社ノジマ　本社営業所 大阪府門真市四宮４丁目３番１号 072-887-5661

門真市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　門真支店 大阪府門真市四宮２丁目１１番５０号 072-882-3341

門真市 大阪星友運輸株式会社　本社営業所 大阪府門真市四宮３丁目２番３３号 072-884-6373

門真市 株式会社東來物流　本社営業所 大阪府門真市四宮５丁目３番３３号 072-887-7110

門真市 愛和運輸倉庫株式会社　本社営業所 大阪府門真市舟田町７７２－２３ 072-884-1776

門真市 有限会社協立運輸　本社営業所 大阪府門真市五月田町３５－２５ 072-885-9288

門真市 株式会社オーエス物流　門真営業所 大阪府門真市東田町１８番３号 06-6926-9926

門真市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　大阪貨物セン

ター
大阪府門真市東田町２－１ 06-6905-3492

門真市 株式会社エコトラック　本社営業所 大阪府門真市ひえ島１８５番地 072-885-3433

門真市 株式会社合通　門真流通センター 大阪府門真市柳町２０番１０号 06-6916-7690

和泉市 豊興サービス株式会社　和泉テクノ営業所 大阪府和泉市テクノステージ１丁目３番２３号 0725-53-4147

和泉市 株式会社ＴｒａｎｓＶａｌｕｅ　本社 大阪府和泉市幸２丁目６番１３号 0725-47-6566

和泉市 前田運送有限会社　本社営業所 大阪府和泉市池上町二丁目１番２０号 0725-41-7576

和泉市 株式会社和泉物流　本社 大阪府和泉市みずき台２丁目２４番３号 0725-99-0777

和泉市 アオキ物流株式会社　和泉営業所 大阪府和泉市内田町１丁目７番６１号 0725-51-3970

泉南郡 ヤマト運輸株式会社　熊取センター 大阪府泉南郡熊取町大久保南３丁目１６１０番１ 0724-51-0053

泉南郡 北港運輸株式会社　南大阪支店
大阪府泉南郡熊取町朝代西１丁目９５０　住友電工ファイ

ンポリマー内
072-453-4560

泉北郡 栄運輸工業株式会社　忠岡営業所 大阪府泉北郡忠岡町高月南２丁目３番３８号 0725-21-0281

泉北郡 西尾運送株式会社　本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町新浜１－１－５ 072-438-0123

南河内郡 南和商事株式会社　本社営業所 大阪府南河内郡太子町大字春日１２００番地の１２ 0721-98-6558

南河内郡 有限会社福島商会　本社営業所 大阪府南河内郡太子町大字太子２３－１ 0721-98-1490

南河内郡 有限会社幸重機工業　本社営業所 大阪府南河内郡太子町聖和台１丁目１番地の２２ 0721-98-5005
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南河内郡 長福運送株式会社　千早営業所 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分４１０番地１０ 0721-72-7787

南河内郡 森本運送株式会社　本社営業所 大阪府南河内郡千早赤阪村東阪１８０－２ 0721-72-0373

豊能郡 ヤマト運輸株式会社　豊能支店 大阪府豊能郡能勢町野間中６９０－１ 072-737-2562
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