貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
宇陀市
宇陀市
宇陀市
橿原市
橿原市
橿原市
葛城市
葛城市
五條市
五條市
御所市
御所市
御所市
香芝市
桜井市
桜井市
桜井市
生駒市
大和郡山市
大和郡山市
大和郡山市
大和郡山市
大和郡山市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 榛原支店
株式会社大翔 本社営業所
侑大運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 橿原八木支店
大井孝益 本店営業所
ヤマト運輸株式会社

御厨運送株式会社 奈良営業所
株式会社ＫＴＬｏｇｉｓｔｉｃｓ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 奈良五條支店
有限会社志希商事 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 御所支店
株式会社マルヨシ運輸倉庫 本社営業所
奈良トラック配送センター株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 香芝支店
森本運輸株式会社 本社営業所
奈良県合同陸運株式会社 本社営業所
新商運株式会社 本社営業所
ロジトライ関西株式会社 奈良事業所
ヤマト運輸株式会社 大和郡山支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 奈良支店
ヤマト運輸株式会社 奈良主管支店
ヤマトマルチチャーター株式会社 奈良営業所
ヤマト運輸株式会社 いまご支店

大和郡山市 マンナ運輸株式会社
大和郡山市
大和郡山市
大和郡山市
大和郡山市

橿原北支店

奈良支店

トナミ運輸株式会社 奈良営業所
有限会社高橋商会 本社営業所
やまと運輸株式会社 大和郡山営業所
株式会社エースコーポレーション 奈良営業所

大和郡山市 株式会社サカイ引越センター

奈良支社

安全性優良事業所

（奈良県）

住所
奈良県宇陀市榛原下井足１４８５－１
奈良県宇陀市室生大野２８３８
奈良県宇陀市大宇陀拾生８４０番地の３
奈良県橿原市十市町字高田９１５－１
奈良県橿原市新口町５０９－１－３
奈良県橿原市飯高町１０８番１、１０８番２、１０９番
１、１０７番１、１０７番２
奈良県葛城市東室１６７ー１
奈良県葛城市太田１２１番地
奈良県五條市今井４－１６４８－１
奈良県五條市今井３丁目３番１８号
奈良県御所市東辻２０８番地１
奈良県御所市８９－１
奈良県御所市大字室５８６－３
奈良県香芝市瓦口３１－１
奈良県桜井市大字粟原４５６
奈良県桜井市大字吉備３５－４
奈良県桜井市粟殿１０１７－７ 宮本ビル３階
奈良県生駒市北田原町１５４４－１
奈良県大和郡山市豊浦町字六反切１２３－１
奈良県大和郡山市今国府町１７２－１，２，１７３－１
奈良県大和郡山市今国府町字不動堂７０－１他２０筆
奈良県大和郡山市今国府町３８４－１（３２号）
奈良県大和郡山市今国府町１７２－１，２
奈良県大和郡山市西町１１９－６，３２５－２，椎木町７
５３－５
奈良県大和郡山市小泉町字通り田１１１９－１、他５筆
奈良県大和郡山市山田町２－３
奈良県大和郡山市横田町字道ノ間７８－１
奈良県大和郡山市馬司町３９番１
奈良県大和郡山市馬司町３５－１、３７－１、３６－１、
３８
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電話番号
080-5098-1043
0745-97-2525
0745-83-0877
080-5481-7479
0744-22-3893
080-5098-1993
06-6788-5365
0745-48-4808
080-5481-7282
0745-66-1556
080-5068-0946
0745-63-1418
0745-62-1064
0745-71-0135
0744-43-3551
0744-43-5255
0744-44-2027
0743-78-3488
080-6604-6759
0743-59-1550
0743-57-6851
0743-56-5455
080-6697-0354
0743-56-5505
0743-54-9111
0743-58-2686
0743-56-2886
0743-59-2070
0743-53-1141

R1.12.13
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
天理市
天理市
天理市
天理市
天理市
天理市
天理市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
奈良市
磯城郡
磯城郡
磯城郡
磯城郡
磯城郡

事業所名
有限会社土具配送 天理営業所
株式会社いわれ 本社営業所
株式会社辻本運送 物流センター営業所
株式会社平和商運 本社営業所
有限会社巽運輸 本社営業所
株式会社ＣａｒｒｙＳｅｒｖｉｃｅ 本社
セイノースーパーエクスプレス株式会社 奈良営業所
モミキ運送株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 奈良支店
株式会社物流サポート 本社営業所
エーエルプラス株式会社 奈良営業所
有限会社生駒運送 生駒運送
ヤマト運輸株式会社 奈良富雄支店
辻本運輸株式会社 本社営業部
有限会社ヤマサン 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 はりセンター
大和運輸株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 田原本営業所
天理総合運輸株式会社 田原本営業所
株式会社ハンナ 田原本営業所
明日香運送株式会社 田原本営業所
トヨタ輸送中部株式会社

奈良事業所

磯城郡
吉野郡
生駒郡
生駒郡
生駒郡
北葛城郡

佐川急便株式会社 大和高田営業所
イヌイ急便株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 法隆寺支店
ヤマト運輸株式会社 へぐり支店
和物流株式会社 本社営業所
辻本運輸株式会社 本社営業所

北葛城郡

藤俊運輸株式会社

本社営業所

住所
奈良県天理市兵庫町９５－３
奈良県天理市永原町６８８－１
奈良県天理市西長柄町６５６番地
奈良県天理市西長柄町１８８
奈良県天理市東井戸堂町４１２－１０
奈良県天理市荒蒔町９５番地３
奈良県天理市中町２９１番
奈良県奈良市阪原町８７５－１
奈良県奈良市東九条町３－１
奈良県奈良市紀寺町９０８－３
奈良県奈良市東九条町１７８－１
奈良県奈良市西九条町３丁目２番地２２
奈良県奈良市石木町８３０番地、８３１番地
奈良県奈良市左京１丁目３－２２
奈良県奈良市都祁南之庄町６９１番地の１
奈良県奈良市都祁友田町９３８番地１
奈良県奈良市三条町３２１－１
奈良県磯城郡田原本町法貴寺５７－１
奈良県磯城郡田原本町法貴寺５７－１他７筆
奈良県磯城郡田原本町大字鍵５４
奈良県磯城郡田原本町大字千代１０６５－１
奈良県磯城郡田原本町阪手１２８－２ プチメゾンオー
ショウ３０３号
奈良県磯城郡田原本町保津２５４
奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本６７６－４
奈良県生駒郡斑鳩町興留二丁目１２６番地１
奈良県生駒郡平群町大字梨本４５０番地４
奈良県生駒郡安堵町大字東安堵１７３１－１
奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１２０－３
奈良県北葛城郡河合町大字池部１５１－２、１５１－４
（の一部）
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電話番号
0743-66-3699
0743-67-0180
0743-67-0876
0743-66-2526
0743-62-3619
0743-64-6644
0743-64-5610
0742-93-0015
0742-62-2831
0742-26-0100
0742-61-5511
0742-93-6868
080-5451-8724
0742-62-6288
0743-82-2884
080-5098-1043
0743-57-0881
0744-34-1022
0743-67-2288
0744-33-5503
0744-33-2850
0744-33-6330
0743-32-0500
0747-52-7575
080-5068-3437
070-3874-9065
0743-59-1971
0745-43-6860
0475-56-6851

主な輸送品目（任意掲載）

