平成２５年度貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
大阪市

事業所名
米澤運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 都島南センター
富島物流株式会社 本社営業所
カネミ運送株式会社 築港営業所
株式会社カントラロジ 港営業所
丸正運送株式会社 本社営業所
近畿配送サービス株式会社 大阪営業所
日大運送株式会社 港営業所
株式会社大急 本社営業所
杉村運輸株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大阪西支店
トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所
大阪小山武運送株式会社 本社
アクロストランスポート株式会社 港センター
佐川急便株式会社 関西航空店
株式会社福島運送 本社営業所
月星海運株式会社 阪神支店 大阪営業所
山秀運送株式会社 本社営業所
野田運送株式会社 大阪物流センター
内外運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大阪店
日本郵便株式会社 新大阪郵便局
鴻池運輸株式会社 此花営業所
豊商運送株式会社 本社営業所
東永運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 此花店
塩飽運輸有限会社 本社営業所
阪神石油運送株式会社 本社
トナミ近畿物流株式会社 北港
株式会社ライフカーゴ 本社営業所
吉川運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 住之江郵便局
近物レックス株式会社 大阪支店
脇田運輸株式会社 本社営業所
株式会社大和商行 本社営業所
株式会社ラインアップ 本社営業所
株式会社エム・エス・シー 本社営業所
日本コンテナ輸送株式会社 大阪港営業所
日之出運輸株式会社 本社営業所
株式会社マキタ運輸 大阪営業所
日本運送株式会社 南港営業所
東京納品代行西日本株式会社 大阪南港センター
株式会社辰巳商会 南港営業所
株式会社ランテック 南港センター
株式会社西神陸運 大阪
丸和運送株式会社 大阪支店
京阪輸送有限会社 南港営業所
フェリックス物流株式会社 大阪営業所
太陽陸運株式会社 本社営業所
株式会社牧迫運輸 本社営業所
有限会社エム・カンパニー 本社
新栄運輸株式会社 関西総合物流センター
ナニワサービス株式会社 本社
八光通商株式会社 本社営業所
製缶陸運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送一課
三協物流株式会社 本社営業所
三興運送株式会社 川口営業所

安全性優良事業所

（大阪府）

住所
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３丁目１５番２１号
大阪府大阪市旭区高殿２－１２３－２，１
大阪府大阪市旭区太子橋１－５０－２０
大阪府大阪市港区磯路１丁目８番１０号
大阪府大阪市港区市岡４－６－６９
大阪府大阪市港区市岡元町３丁目３番１３号
大阪府大阪市港区石田１丁目１番１４号
大阪府大阪市港区石田１丁目４番１号
大阪府大阪市港区石田２－３－１９
大阪府大阪市港区福崎１－１－４１
大阪府大阪市港区福崎２－１－１
大阪府大阪市港区福崎２－１－８２
大阪府大阪市港区福崎２丁目４番１７号
大阪府大阪市港区福崎３丁目１－１４８ 杉村倉庫内
大阪府大阪市港区福崎３丁目１－７７
大阪府大阪市此花区桜島３－４－６１
大阪府大阪市此花区桜島３丁目１０番４４号
大阪府大阪市此花区春日出中２－１７－１８
大阪府大阪市此花区常吉２丁目１１番４５号
大阪府大阪市此花区島屋２丁目７番２０号
大阪府大阪市此花区島屋４－４－５１
大阪府大阪市此花区島屋４丁目１－１８
大阪府大阪市此花区酉島５－１１－１５１
大阪府大阪市此花区梅香２－７－３
大阪府大阪市此花区梅町２丁目４番７２号
大阪府大阪市此花区北港１丁目６２５
大阪府大阪市此花区北港２丁目１番６７号
大阪府大阪市此花区北港２丁目３番２２号
大阪府大阪市此花区北港２丁目４番６７号
大阪府大阪市此花区北港２丁目５－３
大阪府大阪市住之江区御崎６－３－１
大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
大阪府大阪市住之江区泉２丁目１－７７
大阪府大阪市住之江区南港中１－６－２
大阪府大阪市住之江区南港東１－５－３１
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目２番１４号
大阪府大阪市住之江区南港東３丁目１番５３号
大阪府大阪市住之江区南港東４－７－３４
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目５番１６号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目７－２２
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目９－３４
大阪府大阪市住之江区南港東５丁目２番１０号
大阪府大阪市住之江区南港東６丁目２番８４号，１１６
号
大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－９１
大阪府大阪市住之江区南港南１－２－１６０
大阪府大阪市住之江区南港南１－２－１９４
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目２番
大阪府大阪市住之江区平林南１－８－４ 共立ビル１Ｆ
大阪府大阪市住之江区平林南一丁目３番５４号
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番１２８号
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番３４号
大阪府大阪市住之江区北加賀屋４丁目２番３９号
大阪府大阪市城東区永田１－３－１６
大阪府大阪市城東区永田２丁目１番２０号
大阪府大阪市城東区関目１丁目１－８
大阪府大阪市西区境川２丁目３番２３号
大阪府大阪市西区川口３－７－２９
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H25.12.24
電話番号
06-6719-6153
080-5045-1064
06-6955-8221
06-6573-5345
06-6574-1915
06-6416-7278
06-6572-0101
06-6536-8063
06-4395-3100
06-6571-2935
06-4802-3027
06-6599-0030
06-6574-8445
06-6571-7007
06-6572-1200
06-6466-2940
06-6463-6640
06-6463-6796
06-6464-2571
06-6468-2181
06-6460-1111
06-646-06625
06-6461-0753
06-6464-6530
06-6468-6301
06-6463-0820
06-6468-6722
06-4804-2001
06-6464-5435
072-224-0500
06-6682-8801
06-6682-3100
06-6681-5585
06-6612-1951
06-6613-0332
06-6569-2600
06-6615-3010
06-6612-0721
06-6614-3631
06-4703-2700
06-6612-2130
066-616-6181
06-6612-3818
06-6612-4181
06-4703-7260
06-6613-3499
06-6613-7015
06-6613-2424
06-6684-6100
06-6683-6639
06-6684-6000
06-4702-7237
06-6682-7280
06-6962-8521
06-6969-0671
06-6933-3261
06-6581-8892
06-6585-2226

市区郡名

池田市
和泉市

事業所名

住所

日本郵便株式会社 大阪東郵便局本田郵便作業分室
株式会社エスラインギフ 西淀川営業所
株式会社松元 本社
三協運輸株式会社 本社営業所
福島運送株式会社 本社営業所
リョウワ運輸株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 大阪営業所
新井運送株式会社 本社営業所
中野運送株式会社 西大阪営業所
株式会社茂木運送 福町営業所
大阪物流サービス株式会社 大阪営業所
ステンレス急送株式会社 大阪営業所
株式会社丸麦運輸 本社営業所
兼成運輸工業株式会社 本社営業所
泉尾運送株式会社 本社営業所
名正運輸株式会社 大阪営業所
関西運輸倉庫株式会社 本社営業所
インターナショナルエクスプレス株式会社 大阪物流セン
ター
東海商運株式会社 大阪中央営業所
尼崎南運輸株式会社 大阪営業所
日商物流サービス株式会社 中央営業所
福山通運株式会社 大阪船場支店
日本郵便株式会社 大阪東郵便局
西壅運送株式会社 本社営業所
放出運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ヤナギダ 本社営業所
進光運輸株式会社 本店営業所
株式会社野田運送店 本社
ヤマト運輸株式会社 都島東センター
ヤマト運輸株式会社 都島毛馬センター
日本通運株式会社 関西警送支店 大阪警送二課
大阪貨物株式会社 南大阪支社
日本郵便株式会社 東住吉郵便局
株式会社バルコエキスプレス 本社
日本通運株式会社 百済コンテナ課
株式会社城東組 本社営業所
川西運送株式会社 本社営業所
大裕重量運輸株式会社 本社営業所
株式会社神戸屋ロジスティクス 本社営業所
有限会社共進組運送 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 大阪営業所
大阪ダイハツ輸送株式会社 本社営業所
三協梱包商運株式会社 本社営業所
株式会社泉州サービス 本社営業所
平岩運輸株式会社 大阪営業所
アーチ株式会社 本社
株式会社カントラロジ 平野営業所
大阪平岩運輸有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 大阪北郵便局
岸本運送株式会社 本社営業所
林運送株式会社 本社
関西配送有限会社 本社営業所
日本郵便株式会社 淀川郵便局
大橋実業運輸株式会社 本社営業所
株式会社茂木運送 本社営業所
新開運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪西営業所
株式会社ユービーエム 空港営業所
豊能運送株式会社 池田営業所
間口ランドサービス株式会社 和泉営業所
松岡満運輸株式会社 南大阪営業所

電話番号

大阪府大阪市西区本田４丁目１－１
大阪府大阪市西淀川区御幣島５－２－１８
大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目９番２２号
大阪府大阪市西淀川区中島２－２－３
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－１２０
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目４番１２３号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５番２４号
大阪府大阪市西淀川区佃６丁目４番１３号
大阪府大阪市西淀川区百島２丁目１－１８８
大阪府大阪市西淀川区福町２－５－５２
大阪府大阪市西淀川区福町３丁目４番２２号
大阪府大阪市大正区三軒家東３－１１－２２
大阪府大阪市大正区三軒家東５－３－１７
大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３
大阪府大阪市大正区泉尾５丁目１２番１１号
大阪府大阪市大正区泉尾７－４－１３
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番３１号

06-6581-1262
06-6473-0176
06-6471-4137
06-6473-5210
06-6475-5555
06-6474-6321
06-6476-3036
06-6471-2102
06-6475-4035
06-4808-2552
06-6475-5253
06-6555-2225
06-6551-9420
06-6552-4191
06-6551-0732
06-6555-0813
06-4394-9775

大阪府大阪市大正区鶴町２－２０－５８

06-6105-8902

大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番３
大阪府大阪市大正区北恩加島２－２－４０
大阪府大阪市中央区石町２丁目３番４号
大阪府大阪市中央区南船場１－４－３３
大阪府大阪市中央区備後町１丁目３－８
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮１－１７－１３
大阪府大阪市鶴見区今津中１丁目１０番２９号
大阪府大阪市鶴見区諸口４－８－３
大阪府大阪市鶴見区浜５－１－２７
大阪府大阪市都島区善源寺町２－７－２６
大阪府大阪市都島区内代町１－３－２１
大阪府大阪市都島区毛馬町５－１－６
大阪府大阪市都島区友渕町３丁目３番５号
大阪府大阪市東住吉区杭全５－１０－２４
大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
大阪府大阪市東住吉区今川８－９－１６
大阪府大阪市東住吉区今林３－１－７
大阪府大阪市東成区深江南２丁目１番２９号
大阪府大阪市東成区大今里１－１１－１３
大阪府大阪市東成区大今里西２－２－１３
大阪府大阪市東淀川区豊新２－１６－１４
大阪府大阪市福島区鷺洲５－３－５
大阪府大阪市福島区大開４丁目１番１８号
大阪府大阪市福島区福島１－４－２６
大阪府大阪市福島区福島７－１６－８
大阪府大阪市平野区加美正覚寺１－２３－２１
大阪府大阪市平野区加美東７－３－２
大阪府大阪市平野区喜連１丁目１番１０号
大阪府大阪市平野区長吉出戸７丁目３番４２号
大阪府大阪市平野区平野南３－２－２６
大阪府大阪市北区大淀中１－１－１９
大阪府大阪市北区中津４丁目１番１６号
大阪府大阪市北区長柄西２－２－１１ ナカタビル３Ｂ
大阪府大阪市淀川区三津屋南３丁目１４番１号
大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６
大阪府大阪市淀川区新高２－５－２５
大阪府大阪市淀川区田川３－１０－４
大阪府大阪市浪速区木津川２－２－６
大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番４０号
大阪府池田市空港１－１３－１
大阪府池田市豊島北１－５５８－１
大阪府和泉市テクノステージ２丁目１－１０
大阪府和泉市テクノステージ３丁目５－１０

06-6555-8444
06-6555-5665
06-6942-5591
06-6262-1221
06-626-66503
06-6912-0971
06-6961-3951
06-6911-0021
06-6912-0071
06-6922-3618
080-5045-1351
080-5045-1350
06-6927-6011
06-6713-2421
06-6702-4121
06-6702-0456
06-6757-1004
06-6972-6666
06-6971-1794
06-6971-5027
06-6321-7237
06-6451-5975
06-6466-2292
06-6453-1911
06-6458-6801
06-4303-6655
06-6791-3492
06-4302-3020
06-6701-8000
06-6701-1212
06-6347-8104
06-6371-4179
06-6351-5060
06-6390-5026
06-6301-0102
06-6396-1078
06-4808-2552
06-6561-1051
06-4392-5018
06-6841-5202
072-761-1061
0725-51-3308
0725-54-0111
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市区郡名

事業所名

住所

日商物流サービス株式会社 阪南営業所
三林運送株式会社 本社
太伸興業株式会社 本社営業所
有限会社丸七運送 本社営業所
泉佐野市 髙山運輸株式会社 本社営業所
新栄運輸株式会社 泉佐野営業所
山藤運輸株式会社 本店営業所
有限会社さがん商運 本社営業所
株式会社アイエキスプレス 本社営業所
神和装備株式会社 本社営業所
泉大津市 株式会社山水 泉大津事業所
株式会社大伸 本社営業所
松堂運輸株式会社 本社営業所
有限会社マネックス 本社営業所
南開物流株式会社 本社営業所
株式会社ラントランス 南大阪営業所
株式会社ホンダ 泉北営業所
福山エクスプレス株式会社 泉大津営業所
茨木市
ＳＢＳゼンツウ株式会社 大阪茨木営業所
松岡満運輸株式会社 北大阪営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 茨木営業所
有限会社スクーデリア 茨木営業所
日通トランスポート株式会社 大阪支店
伊予商運株式会社 茨木営業所
近物レックス株式会社 北大阪支店
栄和運輸株式会社 茨木営業所
有限会社山義運送 本社営業所
有限会社扶桑物流 大阪営業所
池田興業株式会社 大阪支店
衣笠運送株式会社 茨木営業所
株式会社ハセコン運輸 本社営業所
中倉陸運株式会社 北大阪営業所
日本郵便株式会社 茨木郵便局
株式会社多丸 本社営業所
西多摩運送株式会社 大阪営業所
もりか運送株式会社 本社営業所
東洋メビウス株式会社 茨木支店
ヤマト運輸株式会社 茨木北支店
西武運輸株式会社 茨木営業所
株式会社ハンワ 本社
茨木小型運送株式会社 本社営業所
貝塚市
久米田運送株式会社 本社営業所
株式会社ＫＴＬ 本社
明幸運輸株式会社 貝塚営業所
柏原市
日本物流倉庫株式会社 大阪営業所
長尾産業株式会社 柏原営業所
門真市
丸協運輸株式会社 大阪営業所
セントラル物流株式会社 本社営業所
株式会社原田組 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 門真南支店
株式会社つばめ急便 門真営業所
株式会社シンコーエキスプレス 本社
西光運輸株式会社 本社営業所
倉運輸株式会社 東田
大阪北合同運送株式会社 本社営業所
堺商運株式会社 本社営業所
河内長野市 天野商運株式会社 本社営業所
丸長運送株式会社 河内長野営業所
岸和田市 株式会社やませ運輸 岸和田営業所
石田運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 岸和田郵便局

大阪府和泉市小田町２丁目２３番７３号
大阪府和泉市池田下町２９１２－１
大阪府和泉市伯太町一丁目６番７号
大阪府和泉市伏屋町３－２２－４４
大阪府泉佐野市住吉町１１番８，８番１９
大阪府泉佐野市住吉町２番９号
大阪府泉佐野市住吉町５番地３
大阪府泉佐野市上之郷１６３０番地の１
大阪府泉佐野市上之郷２７８１
大阪府泉佐野市湊４－７４８－３，７５０－１
大阪府泉大津市汐見町１０４番地１
大阪府泉大津市汐見町１１１
大阪府泉大津市汐見町９８
大阪府泉大津市汐見町９８
大阪府泉大津市昭和町１６－１
大阪府泉大津市曽根町２丁目１０－３６
大阪府泉大津市臨海町１－３３
大阪府泉大津市臨海町２丁目１６
大阪府茨木市横江２－６－２３
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－６－１
大阪府茨木市宮島２丁目２番６５号
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５番１号
大阪府茨木市五日市１丁目８番８号
大阪府茨木市五日市緑町５－３２
大阪府茨木市新堂３丁目２－１９
大阪府茨木市西河原２－２１－１２
大阪府茨木市太田１－１－２５
大阪府茨木市太田３丁目１番６号
大阪府茨木市沢良宜西２丁目１５－６
大阪府茨木市中穂積１丁目１－４０
大阪府茨木市島１丁目２２－３
大阪府茨木市東安威１－１８－１０
大阪府茨木市東安威１－２００－１
大阪府茨木市東宇野辺町１－８１
大阪府茨木市藤の里１－２１８－１，２１９－１
大阪府茨木市藤の里１丁目４番８号
大阪府茨木市南目垣２－５－３８
大阪府茨木市片桐町３－２８
大阪府貝塚市浦田１０１
大阪府貝塚市二色中町１０－２
大阪府貝塚市二色南町１６番
大阪府柏原市国分東条町４３１３
大阪府柏原市石川町２－２２
大阪府門真市ひえ島１５５－１
大阪府門真市四宮２丁目３番１５号
大阪府門真市四宮４丁目３番３０号
大阪府門真市大字三ッ島２１６０
大阪府門真市大字三ツ島６３１
大阪府門真市大字打越４９５番地の１の１
大阪府門真市殿島町２０番１０号
大阪府門真市東田町１８－４
大阪府門真市柳町２０番１０号
大阪府門真市柳田町１３番１号
大阪府河内長野市下里町１２１０－１
大阪府河内長野市上原西町６番２０号
大阪府岸和田市下野町２丁目１２－１
大阪府岸和田市戒町９－５１
大阪府岸和田市沼町３３－３３
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電話番号
0725-45-0721
0725-55-0600
0725-40-0881
072-293-5533
072-464-4625
072-464-1021
072-462-8731
072-450-0455
072-465-0019
072-458-7577
0725-23-2615
0725-32-1520
0725-33-0201
0725-33-0725
0725-20-5666
0725-23-6072
0725-23-1118
0725-33-5181
072-636-5220
072-638-4111
072-634-0161
072-636-0128
072-632-4744
072-636-1555
072-633-8575
072-623-1924
072-621-4921
072-652-0318
072-624-2241
072-627-3664
072-622-2714
072-637-6452
072-624-8705
072-635-8884
072-643-6645
072-640-1313
072-626-6706
080-5045-1009
072-641-1392
072-638-8080
072-622-5252
072-431-2233
072-429-2200
090-2199-0544
072-977-8880
072-977-3851
072-887-4687
072-882-4155
072-882-3624
080-5045-1259
072-885-4151
072-883-0061
06-6906-1140
06-7503-4760
06-6909-2162
06-6909-5471
0725-92-3325
0721-54-2845
0724-29-0720
072-422-6160
072-439-5192

事業所名

市区郡名

北海運輸株式会社 本社営業所
有限会社北星運輸 本社営業所
株式会社丸玉運送 大阪営業所
佐川急便株式会社 岸和田店
丸正株式会社 本社営業所
丸山幸生 本店
堺市

光和輸送株式会社 大阪
株式会社日之出運輸 堺事業所
太栄運輸有限会社 本社営業所
南大阪センコー運輸整備株式会社 堺営業所
株式会社スミリク 堺営業所
山九株式会社 堺支店
株式会社松久 本社
ブルーエキスプレス株式会社 本社営業所
ノボパン運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 堺郵便局
大阪平岩運輸有限会社 堺営業所
月星海運株式会社 阪神支店 堺営業所
福山ロジスティクス株式会社 堺営業所
富久屋運送株式会社 本社営業所
株式会社友成 本社営業所

四條畷市
摂津市

大東市

株式会社フジライン 本社営業所
株式会社ロジックナンカイ 本社
日本郵便株式会社 堺中郵便局
泉本運輸倉庫株式会社 本社営業所
有限会社左近商店 本社営業所
関西やしま陸運株式会社 本社営業所
株式会社フジラインエキスプレス 本社
株式会社泉北商運 本社営業所
株式会社ケイエスシイ 本社営業所
寺口運送株式会社 本社営業所
京阪陸運株式会社 本社営業所
関東エアーカーゴ株式会社 大阪営業所
山中運輸株式会社 本社営業所
株式会社小柳運送 本社
株式会社伊集院運送 本店営業所
澤田運輸株式会社 本社営業所
丸善大阪運輸株式会社 本社営業所
大虎運輸株式会社 本社営業所
阪神ロジテム株式会社 摂津営業所
協同運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 摂津鳥飼上センター
株式会社ケイエスシー物流 摂津営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 大阪センター
株式会社日之出運輸 大阪支店
成美運輸株式会社 本社営業所
関西陸運株式会社 大喜営業所
株式会社久光物流 本社営業所
株式会社ヒサミツ・カーゴ 本社営業所
出水運輸センター株式会社 大阪営業所
株式会社大阪西物流 本社営業所
株式会社崎畑 本社営業所
エーエムエー株式会社 本社営業所
中央陸運株式会社 摂津営業所
株式会社シグマ 本社事業所
株式会社近興 本社
大信相互運輸株式会社 本社
株式会社エンゼルトランスポート 本社営業所
大西物流株式会社 関西支店
大和物流株式会社 大東営業所

住所
大阪府岸和田市新港町１０－２２（２階）
大阪府岸和田市新港町１０－３３
大阪府岸和田市新港町６番２，３
大阪府岸和田市地蔵浜町７
大阪府岸和田市地蔵浜町７番地１０
大阪府岸和田市池尻町７００－２８，６７５－５，６７
５－１
大阪府岸和田市木材町１６－７
大阪府堺市堺区海山町５丁１９１－１
大阪府堺市堺区九間町西３丁１番地－２７
大阪府堺市堺区三宝町４丁２３２－１
大阪府堺市堺区出島西町２番地
大阪府堺市堺区松屋町１丁６番地７
大阪府堺市堺区石津町３丁１４番１５号
大阪府堺市堺区大浜西町１０番地
大阪府堺市堺区築港南町４－３０
大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
大阪府堺市西区石津西町１６番地
大阪府堺市西区石津西町５番地
大阪府堺市西区築港新町３丁６－１
大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁６番３４号
大阪府堺市西区鳳中町１０丁８番地７－２０１号 ガー
デンハイツ鳳
大阪府堺市中区見野山２０９番地
大阪府堺市中区小阪３９９－１
大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
大阪府堺市中区伏尾３７３番地
大阪府堺市中区福田４１２番地の３２
大阪府堺市東区草尾３５３－４
大阪府堺市南区宮山台３－１－２２－４０９
大阪府堺市南区赤坂台５丁６－１２
大阪府堺市南区庭代台４丁７番１５号
大阪府堺市南区豊田５８０番地
大阪府堺市美原区小寺４１３番地１
大阪府堺市美原区小寺７６１番地１
大阪府堺市美原区小平尾８３５－１
大阪府堺市美原区多治井１３５番地１
大阪府堺市美原区太井１４９番１
大阪府堺市北区南花田町３２３番地１
大阪府四條畷市蔀屋新町６－２５
大阪府四條畷市田原台二丁目１３番１号
大阪府摂津市鳥飼下３丁目３３－５
大阪府摂津市鳥飼上３－２－３８
大阪府摂津市鳥飼上３丁目２－１７
大阪府摂津市鳥飼上４－８－１１
大阪府摂津市鳥飼上５－１６
大阪府摂津市鳥飼上三丁目１９番４４号
大阪府摂津市鳥飼西３丁目１１の１
大阪府摂津市鳥飼西４－２２－２
大阪府摂津市鳥飼中２－７－２９
大阪府摂津市鳥飼中２－７－２９
大阪府摂津市鳥飼本町２－４－９
大阪府摂津市鳥飼本町３－１－１１
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番２９号
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２号
大阪府摂津市鳥飼銘木町２番２９号
大阪府摂津市鶴野３丁目３番９号
大阪府摂津市東別府３－３－６
大阪府大東市御領３－１４－２２
大阪府大東市三箇３丁目１０番５号
大阪府大東市諸福４丁目５－１
大阪府大東市新田旭町６－２
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電話番号
072-436-1523
072-436-1594
072-429-1700
072-422-5500
072-436-2851
072-443-7586
072-433-3554
072-226-4111
072-226-7730
072-291-6110
072-241-0946
072-238-3941
072-275-8801
072-229-3963
072-221-6491
072-232-0091
072-241-4804
072-244-6300
072-244-1120
072-244-7085
072-265-7027
072-239-2801
072-281-3108
072-281-0017
072-277-6500
072-276-5950
072-236-7220
072-239-3227
072-296-2916
072-293-5566
072-284-1122
072-362-3661
072-362-1439
072-363-8250
072-363-1110
072-368-6077
072-258-8484
072-803-4151
0743-72-0751
072-653-7606
072-654-1885
080-5451-9070
072-650-3233
072-654-3021
072-650-6211
072-653-0801
072-654-5937
072-650-4115
072-650-4116
072-653-1030
072-654-0308
072-653-5667
072-653-5868
072-654-8709
072-637-0821
06-6349-2256
072-889-7020
072-806-0160
072-870-0500
072-889-6811

市区郡名

高石市

高槻市

豊中市

寝屋川市

羽曳野市

東大阪市

事業所名

住所

西濃運輸株式会社 大東支店
有限会社キタノ 本社営業所
株式会社国商運輸 本社営業所
佐藤運輸倉庫株式会社 大東本部
株式会社ホームエネルギー近畿 大阪東センター
栄トランスポート有限会社 本社営業所
栄運輸工業株式会社 泉北支店
協栄株式会社 本社営業所
有限会社石田運送店 本社営業所
菱自運輸株式会社 高槻営業所
藤井運輸株式会社 高槻営業所
株式会社リクサスカーゴ 北大阪営業所
株式会社イシダカーゴ 本社営業所
グリーン物流株式会社 本社営業所
株式会社関西まるだい物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻柱本センター
三洋運輸株式会社 大阪支店
株式会社ヤマガタ 大阪営業所
株式会社ロイヤルコーポレーション 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 阪神支社

大阪府大東市新田境町１－２６
大阪府大東市新田中町１－６
大阪府大東市深野南町２－２
大阪府大東市大東町８－６８
大阪府大東市氷野４－１－２５
大阪府高石市高砂２－３－７
大阪府高石市高砂２丁目３番７号
大阪府高石市高砂２丁目３番７号
大阪府高石市取石２丁目７－１３
大阪府高槻市井尻２丁目１３－１
大阪府高槻市玉川３－１－２
大阪府高槻市三島江１－７－１５
大阪府高槻市三島江１丁目１１番２７号
大阪府高槻市西面北２丁目１９－１
大阪府高槻市柱本３－１２－１０
大阪府高槻市柱本５－３１－２
大阪府高槻市唐崎中３－１－３５
大阪府高槻市南大樋町３３－２
大阪府豊中市庄内宝町１丁目５番１号
大阪府豊中市二葉町２－６－３０

電話番号
06-4802-3019
072-869-4001
072-873-3715
072-872-0925
072-873-0058
072-268-0440
072-268-1335
072-268-1028
072-272-8666
072-669-1155
072-677-5676
0726-79-2381
0726-78-5491
072-679-1500
072-677-1851
080-6699-5420
072-677-1416
072-672-3711
06-4867-9313
06-6331-1141

関空トランスポートサービス株式会社 豊中物流センター 大阪府豊中市服部西町５丁目１８－１

06-4300-4091

日本郵便株式会社 豊中南郵便局
株式会社ネットワークコーポレーション 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 北大阪支店
株式会社ホンダ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川仁和寺大橋センター
多摩運送株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川国松センター
日本郵便株式会社 寝屋川郵便局
株式会社大阪サンワ 本社営業所
大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社 本社営業所
ニシリク株式会社 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 関西事業所
有限会社益田運送店 本店
福山通運株式会社 寝屋川支店
大阪丸進運輸株式会社 南大阪営業所
有限会社サクセスコーポレーション 本社営業所
廣瀬梱包運輸株式会社 本社
白鷺運輸株式会社 南営業所
日本郵便株式会社 布施郵便局
大阪トラック運送株式会社 大阪営業所
愛知車輌興業株式会社 東大阪営業所
興栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社プリント・キャリー 本社
上之段運輸株式会社 加納営業所

06-6862-4600
06-6862-5849
072-827-6057
072-825-1939
080-5045-1365
072-822-8621
080-5068-1000
072-820-2601
072-821-2149
072-828-2545
072-839-6666
072-829-3456
072-826-2788
072-826-3571
072-956-9993
072-957-1833
072-956-7800
072-952-3020
06-6729-3206
072-871-8413
072-869-5081
072-870-7300
072-869-6363
072-870-7290

大阪進和運輸株式会社 本社
株式会社ワンビシアーカイブズ 東大阪営業所
丹誠運輸株式会社 本社営業所
株式会社群馬グリーン配送 大阪営業所
叶運輸株式会社 本社営業所
小柳運送株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 東大阪営業所
今川運送株式会社 本社営業所

大阪府豊中市穂積２丁目２－８
大阪府豊中市名神口１－５－２
大阪府寝屋川市葛原１－３２－１６
大阪府寝屋川市葛原２丁目１４番１６号
大阪府寝屋川市葛原２丁目８－１８
大阪府寝屋川市萱島東３－２４－１２
大阪府寝屋川市国松町１－１
大阪府寝屋川市初町４－５
大阪府寝屋川市新家１－６－７
大阪府寝屋川市仁和寺本町３－２－３８
大阪府寝屋川市池田新町１９－３０
大阪府寝屋川市点野２－２４－１２
大阪府寝屋川市点野３－１３－９
大阪府寝屋川市豊里町３７－３０
大阪府羽曳野市はびきの４丁目１３７－５
大阪府羽曳野市尺度１６５番地２
大阪府羽曳野市蔵之内小字丁田５２０、５２１
大阪府羽曳野市野４９０番地１
大阪府東大阪市永和２丁目３－５
大阪府東大阪市加納５－１－２１
大阪府東大阪市加納５丁目１番８号
大阪府東大阪市加納５丁目５番１０号
大阪府東大阪市加納６丁目２－１６，１７
大阪府東大阪市加納７丁目２０－３
大阪府東大阪市吉原２０７－２、２０８－５、２１３－
２仮換地１１０街区（４符号）
大阪府東大阪市吉原２丁目７番１９号
大阪府東大阪市吉田下島１４番１２号
大阪府東大阪市吉田下島４－２８
大阪府東大阪市吉田本町１－７－３６
大阪府東大阪市荒川３－２５－１６
大阪府東大阪市高井田中３－２－５
大阪府東大阪市今米１－１４－４６

072-966-3359
072-966-6708
072-964-8384
072-968-0527
072-965-5061
06-6721-4770
06-6618-8703
072-964-0008

ＳＡＮＷＡ・ＴＲＡＮＳ・ＮＥＴ株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市新庄４丁目１２－２４

072-962-7761

株式会社ケイ・ツーネットワーク 東大阪事業所
協伸運輸株式会社 大阪営業所
株式会社ヤマザキ物流 東大阪営業所
丸協運輸開発株式会社 本社営業所
株式会社ヤマヒロ運輸 本社営業所
幸栄流通株式会社 本社営業所

06-6736-5081
0729-65-2996
072-960-0391
072-985-2751
072-960-3980
072-988-4801

大阪府東大阪市新庄西６－２３
大阪府東大阪市水走４－１－３
大阪府東大阪市水走５－９－４０
大阪府東大阪市西石切町２－１０－４４
大阪府東大阪市西石切町４－１－３５
大阪府東大阪市西石切町４－３－４０
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市区郡名

事業所名

住所

山田運送株式会社 本社営業所
市川運送株式会社 本社営業所
エイブル引越サービス株式会社 本社
株式会社コンシェルジュ 東大阪営業所
株式会社ナワショウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪長田センター
浪速運送株式会社 大阪営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 東大阪営業所
小田運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪楠根センター
株式会社ジャスト 本社営業所
有限会社トップラインサービス 本社営業所
株式会社松元サービス 東大阪営業所
愛知陸運株式会社 東大阪営業所
松岡満運輸株式会社 東大阪営業所
株式会社エスラインギフ 大阪営業所
日通トランスポート株式会社 東大阪支店
和歌山名鉄運輸株式会社 大阪支店
信州名鉄運輸株式会社 大阪支店
近物レックス株式会社 東大阪支店
吹田市

枚方市

松原市
箕面市

守口市

八尾市

有限会社徳運送店 本社営業所
川本運送株式会社 吹田営業所
ピアノ運送株式会社 大阪営業所
日本通運株式会社 吹田貨物コンテナ課
株式会社アオキ 本社
株式会社メイセイ物流 千里ニュータウン営業所
エービーカーゴ西日本株式会社 吹田営業所
日本郵便株式会社 吹田郵便局
渥美運輸株式会社 大阪営業所
佐川急便株式会社 枚方店
コムターズ物流株式会社 本社営業所
株式会社ロジステックネットワーク 大阪営業所
大徳運輸株式会社 大阪営業所
間口ランドサービス株式会社 北摂営業所
栄運輸工業株式会社 枚方支店
ヤマト運輸株式会社 枚方南支店
日本郵便株式会社 枚方郵便局
近畿商運株式会社 枚方営業所
日祥運輸倉庫株式会社 大阪営業所
北攝陸運株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 枚方長尾谷支店
興亜運送株式会社 本社営業所
株式会社ヤマザキ物流 大阪第二営業所
畑中運輸建設株式会社 本社営業所
掛谷運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 箕面新稲センター
株式会社ロードカンパニー 守口営業所
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 本社営業所
株式会社松川運輸倉庫 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾宮町センター
一番株式会社 本社営業所
枚方運輸株式会社 本社
親和運輸倉庫株式会社 本社営業所
大阪センコー運輸株式会社 八尾営業所
株式会社サカイ引越センター 東大阪支社
ダイセーエブリー二十四株式会社 八尾センター
株式会社コンシェルジュ 八尾営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾中田センター
近畿配送サービス株式会社 八尾センター営業所
明治運送株式会社 本社

大阪府東大阪市西石切町４丁目６番２９号
大阪府東大阪市川中２番７号
大阪府東大阪市川俣１－３－８
大阪府東大阪市中石切町６－４－１７
大阪府東大阪市中石切町７－２－５
大阪府東大阪市長田２－９９－２
大阪府東大阪市長田西６－４－２０
大阪府東大阪市長田東３丁目５番６号
大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号
大阪府東大阪市楠根１－６０
大阪府東大阪市楠根２－６－３０
大阪府東大阪市本庄１丁目１３番２２号
大阪府東大阪市本庄西３丁目９番１３号
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０東大阪第１トラック
ターミナル
大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３ 東大阪第２トラック
ターミナル
大阪府東大阪市本庄東９７ 東大阪トラックターミナル
９号棟
大阪府東大阪市末広町１０番１６号
大阪府吹田市幸町２３－１
大阪府吹田市山田西２丁目７－７
大阪府吹田市芝田町１番２２号
大阪府吹田市吹東町６６－１
大阪府吹田市津雲台７丁目２番Ｄ１０２
大阪府吹田市南吹田３丁目２番５６号
大阪府吹田市穂波町４－１
大阪府枚方市春日西町１－２７－１
大阪府枚方市招堤田近１－１０－４
大阪府枚方市招提大谷２－１０－１
大阪府枚方市招提大谷２丁目１６－８
大阪府枚方市招提田近１丁目８番地５
大阪府枚方市招提田近３丁目１１番
大阪府枚方市上野３丁目１番１号
大阪府枚方市村野西町２８４－１
大阪府枚方市大垣内町２丁目１０－５
大阪府枚方市中宮大池２－２４０１
大阪府枚方市長尾家具町２丁目１１番２
大阪府枚方市長尾元町１－１－１０
大阪府枚方市長尾谷町１－６２－１
大阪府枚方市南中振１－１０－２３
大阪府松原市新堂１－５２５－１
大阪府箕面市粟生間谷西３丁目２３－１０
大阪府箕面市小野原東１－４－３４
大阪府箕面市石丸１－６７１－１
大阪府守口市佐太中町２丁目１７番６号
大阪府守口市寺方本通４丁目２番２号
大阪府守口市東郷通３－１３－２５
大阪府八尾市宮町３－４－７４
大阪府八尾市弓削町南２－１１
大阪府八尾市弓削町南２丁目１１番
大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号
大阪府八尾市泉町２丁目５８
大阪府八尾市太田４－１４－１
大阪府八尾市太田新町３丁目１７４－１
大阪府八尾市太田新町９－８７－１
大阪府八尾市中田３－６０
大阪府八尾市南亀井町５丁目２番２８号
大阪府八尾市南太子堂５－４－３４
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電話番号
072-980-4031
072-961-4543
06-6781-0055
072-980-8478
072-980-7003
080-5045-2964
06-4309-3728
06-4309-2288
06-6745-1111
080-5045-1144
06-6747-3375
072-967-6860
06-6748-9100
06-6747-6171
06-6747-5637
06-6744-3340
06-6745-7836
06-4309-3771
06-6747-7331
06-6747-5631
072-985-9733
06-6319-3756
06-6878-0871
06-4860-7125
06-6382-0221
06-6871-1881
06-6384-3620
066-380-0102
072-858-1200
072-855-5200
072-856-2303
072-836-7700
072-850-2160
072-864-5251
072-848-5252
080-5045-1392
072-843-5602
072-847-5317
072-836-2140
072-857-7260
080-5098-0509
072-832-4480
072-339-7027
072-729-2197
072-729-2196
080-5045-1348
06-6907-4060
06-6997-2580
06-6996-1307
080-6699-5449
072-920-2424
072-920-5488
072-925-0051
072-995-1101
072-949-5141
0729-20-3881
072-920-0106
080-5045-1205
072-922-6300
072-925-6211

市区郡名

泉北郡

南河内郡
三島郡

事業所名
株式会社大有 八尾営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾楠根センター
日本郵便株式会社 八尾郵便局
角野運輸商事株式会社 本社営業所
関西建設運輸株式会社 本社営業所
エスワイ物流株式会社 本社
有限会社山本運送店 本社営業所
有限会社マルゲンビジネス 本社営業所
有限会社興昌商会 本社営業所
八光海運株式会社 本社営業所
株式会社ヨシナガ 水無瀬営業所

住所
大阪府八尾市楠根町２－４９－４
大阪府八尾市楠根町２－５５－１
大阪府八尾市陽光園１丁目５－５
大阪府八尾市老原七丁目８８番地１
大阪府泉北郡忠岡町新浜１－１－５
大阪府泉北郡忠岡町新浜２－２－２０
大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３丁目３番３７号
大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目８番１号
大阪府南河内郡河南町寺田１８４－３
大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１
大阪府三島郡島本町高浜２－３－８
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電話番号
072-999-5304
080-5045-1226
072-924-8583
072-940-1288
072-439-2415
072-436-3200
0725-22-1446
072-533-3906
0721-93-6170
0721-93-2222
075-963-4311

