平成２６年度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）

大阪府
市区郡名
大阪市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 あびこ筋センター
大阪機材運輸株式会社 本社営業所
吉川輸送株式会社 港営業所
此花興産株式会社 本社営業所
近畿商運株式会社 本社営業所
ミナト物流株式会社 本社営業所
有限会社領家運送 本社営業所
株式会社香南運輸 本社営業所
大協通運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 天保山センター
株式会社関西総合輸送 本社
日本郵便輸送株式会社 大阪営業所
アクロストランスポート株式会社 大阪営業所
村岡運輸株式会社 大阪営業所
有限会社丸徳重量 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 此花西九条センター
有限会社アルディック 本社営業所
関西油送株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 新大阪営業所
有限会社サカノ商運 本社営業所
鈴鹿運送株式会社 梅香営業所
興生運輸株式会社 本社営業所
大阪内外液輸株式会社 本社営業所
株式会社オーエスティ物流 桜島センター
株式会社エヌ・シー物流 北港営業所
株式会社阪神商事 本社
株式会社廣川運送 大阪営業所
共立輸送株式会社 大阪営業所
株式会社エルス 大阪営業所
鴻池運輸株式会社 大阪北港食品流通センター
南大阪センコー運輸整備株式会社 舞洲営業所
関西エース物流株式会社 舞洲営業所
ヤマト運輸株式会社 我孫子センター
有限会社高原運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪主管支店
間口陸運株式会社 大阪営業所
協栄運輸株式会社 本社
株式会社大翔運輸 本社営業所
大綱商運株式会社 本社営業所
織田運輸株式会社 本社営業所
オー・エス・ライン株式会社 本社営業所
都運輸株式会社 本社
二島運輸株式会社 本社営業所
株式会社アルファライン 南港営業所
株式会社エスラインギフ 大阪南営業所
福井貨物自動車株式会社 大阪南港支店
佐川急便株式会社 住之江営業所
岡山県貨物運送株式会社 南港支店
株式会社合通 南港ターミナル支店
株式会社大運 国内部
株式会社ＮＢＳロジソル 大阪営業所
鴻池運輸株式会社 陸運南港営業所
大豊運輸倉庫株式会社 南港営業所
神戸ヤマト運輸株式会社 大阪営業所
三浦運送株式会社 大阪営業所
エイワン物流株式会社 南港営業所
株式会社サンライナー 南港営業所
八大運輸株式会社 本社営業所

住所
大阪府大阪市阿倍野区昭和町４丁目１番地１、３６
大阪府大阪市旭区新森１丁目１番３８
大阪府大阪市港区海岸通３－４－７７
大阪府大阪市港区市岡２丁目５番２０号
大阪府大阪市港区田中１－９－２０
大阪府大阪市港区田中２丁目１２番２号
大阪府大阪市港区波除６－２－２２
大阪府大阪市港区波除６－３－２７
大阪府大阪市港区波除６－４－３
大阪府大阪市港区八幡屋３－１７－４
大阪府大阪市港区八幡屋３丁目９番１０号
大阪府大阪市港区福崎１－３－３０
大阪府大阪市港区福崎１－４－１４
大阪府大阪市港区福崎１丁目１－１０
大阪府大阪市港区福崎２丁目７－５１
大阪府大阪市此花区春日出南１丁目３－９
大阪府大阪市此花区常吉２丁目１１－４７
大阪府大阪市此花区島屋３丁目１０番４１号
大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８
大阪府大阪市此花区酉島５丁目１１番１１７号
大阪府大阪市此花区梅香２－１６－１８
大阪府大阪市此花区梅町２－２－２０
大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番３号
大阪府大阪市此花区梅町２丁目５番４１号
大阪府大阪市此花区北港２－３－１
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白津１－１－２４
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４０
大阪府大阪市此花区北港白津１－１－４３
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１番１９，１番２０
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目４－５３
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７番８１号
大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１１番１１号
大阪府大阪市住吉区南住吉３－１－２０
大阪府大阪市住之江区柴谷１－１０－９
大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目２番２６号
大阪府大阪市住之江区柴谷２－１－２
大阪府大阪市住之江区新北島５－２－５２
大阪府大阪市住之江区新北島５－３－１
大阪府大阪市住之江区新北島５丁目３番２５号
大阪府大阪市住之江区新北島７－４－６２
大阪府大阪市住之江区泉二丁目１番７７号
大阪府大阪市住之江区南港中１－４－５
大阪府大阪市住之江区南港東１丁目２－７
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１９
大阪府大阪市住之江区南港東４－５－１６
大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９
大阪府大阪市住之江区南港東４－９－２６
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－８８
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－１７
大阪府大阪市住之江区南港東８丁目１－８
大阪府大阪市住之江区南港東８丁目１番８号
大阪府大阪市住之江区南港東８丁目１番９０号
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H26.12.17
電話番号
06-6623-0706
072-873-6000
06-6572-2861
06-6571-6200
06-6576-0770
06-6574-4756
06-6582-7031
06-6584-6358
06-6582-8401
06-6572-2433
06-6576-0095
06-6571-8171
06-7670-2474
06-6599-0275
06-6574-5577
06-6460-5085
06-6468-7772
06-6468-2251
06-6466-2477
06-6468-8887
06-6463-2141
06-6464-0553
06-6468-4501
06-6462-2451
06-6467-5440
06-4804-2012
06-4804-6771
06-6462-8021
06-4804-5570
06-6467-1800
06-4804-8533
06-6463-8117
06-6609-8970
06-6692-2144
06-6682-8630
06-6115-1520
06-6681-2957
06-6685-0950
06-6685-8411
06-6686-5590
06-6682-5611
06-6681-3328
06-6613-0828
06-6569-2500
06-6612-4101
06-6612-1118
06-6614-5700
06-6612-4801
06-6612-5531
06-6613-3911
06-6613-4078
06-6612-1980
06-6612-8991
06-6569-1850
06-6612-2710
06-4703-0666
06-6569-6700
06-6612-5628

市区郡名

事業所名

住所

日本高速輸送株式会社 大阪営業所
株式会社サンコーロジテック 本社営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 南港営業所
神山運輸株式会社 大阪南港営業所
株式会社久津運送店 南港営業所
扇町運送株式会社 本社
株式会社セイワ運輸 本社
間口ランドサービス株式会社 南港営業所
関汽運輸株式会社 本社営業所
大洋輸送株式会社 本社営業所
株式会社ロジネクス 大阪営業所
南港重量運輸株式会社 本社
木津運送株式会社 本社
株式会社ミナトライン 本社
日誠商運株式会社 本社
丸和運輸株式会社 本社大阪営業所
新栄運輸株式会社 南港営業所
近畿エキスプレス株式会社 大阪営業所
株式会社橘運送 本社営業所
西濃運輸株式会社 関目支店
株式会社エスラインギフ 城東営業所
クレベ運送株式会社 城東営業所
衣笠運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪南堀江センター
大正運輸興業株式会社 本社
アスト株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大阪支店
松本運送株式会社 本社
大和物流株式会社 大阪南支店
新栄運送株式会社 西島営業所
株式会社屋良運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西淀川御幣島センター
有限会社清水急便サービス 本社営業所
西日本日立物流サービス株式会社 西淀川営業所
日本通運株式会社 関西重機建設支店
荒木運輸株式会社 西淀川物流センター
株式会社カシックス 淀川営業所
株式会社東洋社 西大阪営業所
株式会社サンリツ 大阪事業所
ひかり陸運株式会社 本社
大内運輸株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 西大阪営業所
大協高速運輸株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 陸運大阪営業所
協同運輸株式会社 本社営業所
東亜貨物株式会社 大阪
有限会社大恵ユニック 本社営業所
有限会社三昌陸運 本社
大陽運輸株式会社 本社営業所
浪花建設運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 西大阪営業所
渡嘉敷運送株式会社 本社営業所
ＳＧムービング株式会社 大阪営業所
株式会社宇田急配社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 大阪東営業所
アンデス物流株式会社 本社
有限会社アール梱包商事 本社
クレベ運送株式会社 本社営業所
扇屋運送株式会社 本社営業所
置田運送株式会社 本社営業所
都島富太運送株式会社 本社営業所

大阪府大阪市住之江区南港東９－４－５
大阪府大阪市住之江区南港東９丁目２番３１号
大阪府大阪市住之江区南港南２－４－４３
大阪府大阪市住之江区南港南３丁目１２－５
大阪府大阪市住之江区南港南３丁目６番３０号
大阪府大阪市住之江区南港南４丁目１番７号
大阪府大阪市住之江区南港南５丁目２番１００号
大阪府大阪市住之江区南港南６丁目２２番１
大阪府大阪市住之江区南港北２－３－２
大阪府大阪市住之江区平林南１－１－７
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目４番２号
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番２２号
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３９号
大阪府大阪市住之江区平林南２－１０－５５
大阪府大阪市住之江区平林南２－４－５
大阪府大阪市住之江区平林北２－９－１２７
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７－４５
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目８－４１
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番８２号
大阪府大阪市城東区関目５－８－１６
大阪府大阪市城東区今福南３－１－３５
大阪府大阪市城東区放出西３－５－２４
大阪府大阪市城東区野江２－７－１０
大阪府大阪市西区南堀江４－１６－１
大阪府大阪市西区南堀江４－２８－９
大阪府大阪市西区北堀江４－１７－２３
大阪府大阪市西成区玉出西２－３０－１１
大阪府大阪市西成区千本南２－１４－３２
大阪府大阪市西成区南津守２丁目１－９５
大阪府大阪市西淀川区西島１丁目２番１３３号
大阪府大阪市西淀川区大野１－１－１６
大阪府大阪市西淀川区竹島５丁目２５－１
大阪府大阪市西淀川区中島１－１－２０
大阪府大阪市西淀川区中島２－１０－２８
大阪府大阪市西淀川区中島２－１０－６０
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目７番４８号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目７番４８号
大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８
大阪府大阪市西淀川区佃４丁目１３番２３号
大阪府大阪市西淀川区佃５－１０７
大阪府大阪市西淀川区福町１－８－２
大阪府大阪市西淀川区福町１丁目２－２４
大阪府大阪市大正区三軒家西２丁目３番２号
大阪府大阪市大正区小林西１－１３－１
大阪府大阪市大正区小林西１－１７－３１
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番１の９
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目８番１号
大阪府大阪市大正区南恩加島１－１２－２０
大阪府大阪市大正区南恩加島５－１－６
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番９５号
大阪府大阪市大正区北恩加島１－４－２５
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目１８番１８号
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目６－１０
大阪府大阪市中央区常盤町１－３－１７
大阪府大阪市中央区本町橋６－１０
大阪府大阪市鶴見区横堤４－１４－４
大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目１４番４号
大阪府大阪市鶴見区今津南３－２－２４
大阪府大阪市鶴見区鶴見２丁目７－１８
大阪府大阪市天王寺区六万体町１－７
大阪府大阪市都島区御幸町２－６－２３
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電話番号
06-6612-1401
06-6613-3677
06-6569-1111
06-6612-1400
06-6569-2801
06-4703-9200
06-6612-0855
06-6569-1733
06-6614-6666
06-6682-3185
06-6686-0180
06-6681-7800
06-4702-1100
06-6681-1414
06-6682-2511
06-4702-0010
06-6685-0222
06-6682-1199
06-6638-4545
06-4802-3018
06-6932-7351
06-6961-8869
06-6939-1521
06-6535-3037
06-6541-9761
06-6538-2781
06-4802-3013
06-6659-5289
06-6659-8260
06-6472-4417
06-6474-0764
06-6416-5230
06-6475-3536
06-6478-9055
06-6474-7766
06-6476-1500
06-6474-6189
06-6478-2361
06-6471-0255
06-6475-2266
06-6474-7405
06-6195-1094
06-6551-7450
06-6556-3321
06-6552-1101
06-6552-3131
06-6551-0613
06-6551-2705
06-6552-6351
06-6553-3003
06-6554-2590
06-6551-1908
06-6554-2600
06-6941-3795
06-6944-6291
06-6913-1701
06-6913-0067
06-6968-1651
06-6912-3016
06-6771-1985
06-6923-0181

事業所名

市区郡名

住所

ヤマト運輸株式会社 都島片町センター
大阪三興物流株式会社 都島営業所
福山通運株式会社 東住吉支店
ヤマト運輸株式会社 東高津センター
佐川急便株式会社 深江営業所
センターロジ株式会社 本社営業所
丸作運輸倉庫株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東淀川小松センター
大阪名鉄急配株式会社 淀川営業所
吉田運送株式会社 本店
福山通運株式会社 大阪支店
大真運輸株式会社 本社営業所
株式会社エイチ・ワイ・エス 本社営業所
株式会社ミヨシコーポレーション 本社営業所
山忠運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 平野長原支店
西濃運輸株式会社 平野営業所
株式会社西日本トランスポート 本社
株式会社タイムス物流 本社営業所
中野運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 大阪引越センター
ヤマト運輸株式会社

淀川新北野センター

駿和物流株式会社 大阪営業所
株式会社居内運送 本店営業所
東洋テック株式会社 本社営業所
池田市
中馬運輸株式会社 池田営業所
株式会社流通サービス 豊中センター
和泉市
株式会社正栄物流 本社
中川運輸有限会社 本社営業所
新星運輸株式会社 本社営業所
泉海商運株式会社 本社営業所
泉佐野市 日本空輸株式会社 関西空港センター営業所
紀泉運送株式会社 本社営業所
株式会社清丸運輸 本社営業所
愛知陸運株式会社 関空営業所
泉大津市 河西運輸株式会社 大阪営業所
近畿物流株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 泉大津営業所
新田運送株式会社 本社営業所
大利運輸株式会社 本社営業所
株式会社嘉陽運送 本社営業所
向洋運輸株式会社 本社営業所
両備トランスポート株式会社 大阪営業所
福山通運株式会社 泉大津支店
大阪狭山市 狭山運輸株式会社 本社営業所
茨木市
ヤマト運輸株式会社 茨木横江センター
株式会社アルファライン 本社営業所
福井貨物自動車株式会社 北大阪支店
第一貨物株式会社 北大阪支店
山陽自動車運送株式会社 北大阪
株式会社トポスエンタープライズ 大阪営業所
有限会社東進物流 高田営業所
株式会社キノシタ 本社
株式会社エヌティロジスティクス 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 茨木新庄センター
ヤマト運輸株式会社 茨木南支店
澁澤陸運株式会社 大阪ターミナル
株式会社吉川運送 本店営業所
株式会社アルプス物流 大阪営業所
福山通運株式会社 茨木支店
新運輸株式会社 茨木営業所

大阪府大阪市都島区片町１丁目７番２２号
大阪府大阪市都島区毛馬町５－２－１０
大阪府大阪市東住吉区今川８－７－２３
大阪府大阪市東成区玉津１丁目１２番２５号
大阪府大阪市東成区深江北２－７－３
大阪府大阪市東成区深江北３丁目４番８号
大阪府大阪市東成区深江北３丁目９番３０号
大阪府大阪市東淀川区小松２丁目７番１
大阪府大阪市東淀川区豊新２丁目１６－１
大阪府大阪市東淀川区豊里７－３３－２３
大阪府大阪市福島区大開４－１－１８
大阪府大阪市平野区瓜破東２－１－４３
大阪府大阪市平野区加美北２－２－１３
大阪府大阪市平野区加美北４丁目１１番１７号
大阪府大阪市平野区喜連東２－３－２７
大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目６番４号
大阪府大阪市平野区平野馬場２－３－３６
大阪府大阪市平野区平野馬場２丁目２番３４号
大阪府大阪市北区大淀中４丁目１５番２５号
大阪府大阪市北区中崎西３－１－３
大阪府大阪市北区中津５－７－４
大阪府大阪市淀川区十三東３丁目１４４－２、１４４－
３
大阪府大阪市淀川区十八条３－１５－２
大阪府大阪市淀川区野中北２－９－２２
大阪府大阪市浪速区桜川１－７－１８
大阪府池田市空港１丁目１３番１号
大阪府池田市神田３丁目２番４号
大阪府和泉市テクノステージ３丁目１０番３号
大阪府和泉市幸２丁目１番１０号
大阪府和泉市池上町４－１３－５２
大阪府和泉市平井町３０７－１
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－６
大阪府泉佐野市住吉町５－７
大阪府泉佐野市上之郷３１７９－１
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地
大阪府泉大津市なぎさ町１－３９
大阪府泉大津市我孫子９３－１
大阪府泉大津市汐見町１０４番地
大阪府泉大津市汐見町６５
大阪府泉大津市新港町１番３９
大阪府泉大津市池浦町５－４－１４
大阪府泉大津市臨海町１丁目１５番２
大阪府泉大津市臨海町１丁目３０番
大阪府泉大津市臨海町２丁目１６番地
大阪府大阪狭山市茱萸木５－６３６
大阪府茨木市横江１丁目１５番１１号
大阪府茨木市横江１丁目２１番１号
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市郡４丁目９番１８号
大阪府茨木市高田町９番
大阪府茨木市耳原１丁目１番１０号
大阪府茨木市小柳町１４－１０
大阪府茨木市新庄町３番２７号
大阪府茨木市新堂２－４８０－１，４８１－１
大阪府茨木市西河原北町６－１５
大阪府茨木市大手町９－２６
大阪府茨木市沢良宣西４－１８－２０
大阪府茨木市中河原町１２－１１
大阪府茨木市島４丁目２１番２７号
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電話番号
080-5045-7266
06-6925-3519
06-6702-3171
06-6978-7727
06-6974-1888
06-6977-0240
06-4259-8820
06-6990-7850
06-6329-3472
06-6329-7346
06-6462-5251
06-6707-3715
06-6765-2248
06-6796-5688
06-6709-1151
06-6790-5110
06-6702-1048
06-6797-1916
06-6451-6254
06-6371-5522
06-6458-9591
06-6309-3709
06-6395-0227
06-6391-0844
06-6563-2122
06-6841-4151
072-751-7001
0725-53-5691
0725-44-6220
0725-43-4747
0725-57-2630
0724-58-2381
072-462-1541
072-467-4877
072-456-5401
0725-23-5605
0725-31-0690
0725-23-8011
0725-22-8419
0725-21-8989
0725-33-2037
0725-21-2117
0725-20-6100
0725-33-5181
072-360-1771
080-6604-9952
072-637-2234
072-633-8273
072-632-8250
072-633-2076
072-640-0988
072-631-8440
072-641-8401
072-657-8491
080-6604-9948
080-5045-1320
072-622-6963
072-624-3865
072-634-4551
072-643-1095
072-637-6001

市区郡名

事業所名

住所

西濃運輸株式会社 茨木支店
佐川急便株式会社 北大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 茨木支店
三紀運輸株式会社 本社営業所
貝塚市
トールエクスプレスジャパン株式会社 貝塚支店
ミズタ物流株式会社 本社営業所
岡田運送株式会社 本社営業所
近畿トランスポート株式会社 本社営業所
明治ロジテック株式会社 関西エリア支店
株式会社カントラロジ 貝塚営業所
日軽物流株式会社 大阪営業所
大豊運輸倉庫株式会社 本社営業所
交野市
下田運輸株式会社 本社営業所
北商陸運株式会社 本社営業所
有限会社ＳＭＴ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 交野支店
門真市
エムケー物流株式会社 本社営業所
有限会社武翔 本社営業所
眞鶴興業株式会社 本社
関西配送株式会社 門真営業所
株式会社小泉運送 大阪営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 門真支店
中廣運送株式会社 門真営業所
山藤運送株式会社 門真営業所
七宝運輸株式会社 本社
日商物流サービス株式会社 門真営業所
株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス 大阪営業所
株式会社ＨＬＣ 本社営業所
株式会社ネットワーク 本社営業所
第一貨物株式会社 門真支店
ヤマト運輸株式会社 門真支店
大日運輸株式会社 門真営業所
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
河内長野市 河内長野貨物運送株式会社 本社営業所
丸美運輸株式会社 本社営業所
岸運輸株式会社 本社営業所
株式会社日本トランスネット 南大阪支店
有限会社イズミサービス 本社営業所
岸和田市 株式会社渡辺産業運輸 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 宮本センター
北斗運輸株式会社 本社
有限会社さくら物流 本社
株式会社トラスト 本社営業所
株式会社西村運輸倉庫 本社
株式会社大興商会 本社営業所
ＲＴＴ株式会社 大阪支社
株式会社ケーシーエス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 下松センター
ヤマト運輸株式会社 岸和田臨海支店
物流ネットワーク関西株式会社 岸和田営業所
堺市
大泉運輸株式会社 本店営業所
大田貨物運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三宝センター
ヤマト運輸株式会社 堺向陵センター
有限会社山本運送店 本社営業所
日通トランスポート株式会社 南大阪支店
上田運輸株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター なにわ支社
泉幸運送株式会社 本店
株式会社ロジメディカル 大阪営業所
日本通運株式会社 西日本ロジスティクスセンター

電話番号

大阪府茨木市藤の里１－４－８
大阪府茨木市南安威１－９－１６
大阪府茨木市畑田町１番７号
大阪府茨木市豊川４－２７－１５
大阪府貝塚市港１７－８
大阪府貝塚市港６番地
大阪府貝塚市港７番地
大阪府貝塚市森８４２－１
大阪府貝塚市二色南町１６
大阪府貝塚市二色南町１６番
大阪府貝塚市二色北町１－１７
大阪府貝塚市二色北町１番３号
大阪府交野市幾野４丁目２０番１号
大阪府交野市幾野６－２５－１２
大阪府交野市森南１丁目１番２号
大阪府交野市星田北５－４５７１－１
大阪府門真市岸和田１丁目５番２３号
大阪府門真市岸和田３丁目４６番１号
大阪府門真市桑才新町４番１号
大阪府門真市三ツ島６３１
大阪府門真市三ツ島９７２番地
大阪府門真市四宮２丁目１１番５０号
大阪府門真市四宮３丁目１番４０号
大阪府門真市四宮４丁目２番２８号
大阪府門真市四宮５丁目２番２８号
大阪府門真市松生町４番６号
大阪府門真市常盤町３番３号１０４号
大阪府門真市大字ひえ島１２２番地
大阪府門真市大字ひえ島１８５
大阪府門真市殿島町４－１
大阪府門真市島頭１丁目２番８号
大阪府門真市島頭３丁目７番３号

06-4802-3024
072-643-8850
080-6604-5070
06-6380-3888
072-431-1722
072-436-8000
072-432-3500
072-446-6668
072-439-1502
072-439-1387
072-430-5106
072-436-2851
072-892-1151
072-891-6626
072-810-7516
080-5045-1048
072-882-0070
072-842-6222
06-6900-5601
072-887-5101
072-887-4501
072-882-3341
072-882-1050
072-887-1010
072-884-2878
06-6909-7242
072-885-5353
072-800-2300
072-885-5980
06-6909-0380
080-5045-1243
072-884-6111

大阪府門真市東田町２－１

06-6905-3492

大阪府河内長野市原町１丁目１９番３号
大阪府河内長野市上原町５０４－１
大阪府河内長野市石仏２８４
大阪府河内長野市野作町１４－２１
大阪府河内長野市野作町１４番２１号２Ｆ
大阪府岸和田市稲葉町１１６４
大阪府岸和田市沼町２８－２７
大阪府岸和田市新港町１０－２２
大阪府岸和田市新港町１０－３３
大阪府岸和田市新港町１４番地４
大阪府岸和田市地蔵浜町１１－１
大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地
大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地の１
大阪府岸和田市尾生町１６４９番地の１
大阪府岸和田市別所町２丁目６９９番地
大阪府岸和田市木材町１１－１１
大阪府岸和田市臨海町１８番地
大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町１－２－６
大阪府堺市堺区海山町３丁１４７番地
大阪府堺市堺区海山町５丁２０６－１
大阪府堺市堺区向陵東町１－２３
大阪府堺市堺区今池町３－５－２５
大阪府堺市堺区出島海岸通４－２７５
大阪府堺市堺区神南辺町１丁３番地の３
大阪府堺市堺区石津北町５６番地
大阪府堺市堺区大浜南町３丁１の２８
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１５５
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７

0721-52-3330
0721-53-8575
0721-68-8041
0725-90-2050
0721-50-0800
072-479-2216
0724-30-4604
072-436-0569
072-436-0511
072-439-4600
072-437-1661
072-439-0084
072-433-7880
072-443-8723
072-436-8720
0724-37-4561
072-436-8841
072-244-0269
072-238-0061
072-226-5126
072-240-0501
072-232-5665
072-247-2341
072-238-6969
072-244-1140
072-238-4040
072-282-6735
072-247-9501
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市区郡名

四條畷市

摂津市

事業所名

住所

株式会社大阪西物流 大阪支店
株式会社ヒガシトゥエンティワン 堺ロジネットセン
ター
株式会社ハードゥン 大阪営業所
株式会社大木組 本社営業所
光栄物流株式会社 本社営業所
上神谷梱包高速株式会社 本社営業所
大陽液送株式会社 本社営業所
小林運輸株式会社 本社
株式会社ユービーエム 大阪営業所
堀田運送株式会社 大阪営業所
福山通運株式会社 堺支店
株式会社マツダ運輸大阪 本社営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 大阪営業
所
中日本マルエス株式会社 堺営業所
シンエスサービス株式会社 堺営業所
ヤマト運輸株式会社 堺臨海センター
株式会社ライジング 本社
要運輸株式会社 本社営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 堺営業所
株式会社アストライン 堺営業所
ヤマト運輸株式会社 鳳センター
株式会社セントウエス 本社営業所
オオトリ物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 深井センター
株式会社タカエキスプレス 本社営業所
和光運輸株式会社 堺営業所
株式会社Ｇｌｏｂａｌｌｉｎｋ 本社
弘容通商株式会社 堺
共伸商事株式会社 本社営業所
福栄ロジスティクス株式会社 本社
第一貨物株式会社 南大阪支店
黒山運送株式会社 本社営業所
株式会社アストサービス 本社営業所
株式会社ジェイネクストロジスティクス 本社営業所
大西運送有限会社 堺営業所
大阪三興物流株式会社 本社営業所
大阪ミツウロコ流通株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 新金岡センター
小寺商運株式会社 本社営業所
株式会社ケイ・ディー・アール 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 もず陵南センター
ヤマト運輸株式会社 北花田センター
有限会社ジェイネットライン 本社営業所
えびの興産株式会社 大阪事業所
トナン輸送株式会社 四條畷営業所
ヤマト運輸株式会社 四條畷支店
遠洲トラック関西株式会社 本社営業所
株式会社ロード 本社営業所
大阪北運輸株式会社 大阪営業所
株式会社プレジャー関西 本社営業所
西濃運輸株式会社 摂津支店
ダイセーエブリー二十四株式会社 大阪スーパーハブセ
ンター
株式会社ケイシン 北大阪
株式会社エスケイライン 摂津営業所
間口陸運株式会社 大阪北営業所
株式会社サンロジスティックス 大阪営業所
株式会社シンワ・アクティブ 本社営業所
アジア運輸株式会社 本社営業所
コスモ物流株式会社 本社営業所
オオヨド急運株式会社 摂津営業所

電話番号

大阪府堺市堺区築港八幡町１番５７号

072-225-0550

大阪府堺市堺区築港八幡町１番６３

072-282-6555

大阪府堺市堺区北波止町４２－１９
大阪府堺市堺区北波止町４２－４６
大阪府堺市西区下田町２７番４５号
大阪府堺市西区上７０７－１
大阪府堺市西区石津西町１２－１
大阪府堺市西区築港新町１－５－１１
大阪府堺市西区築港新町２－６－７
大阪府堺市西区築港新町３丁１４番１
大阪府堺市西区築港新町３丁６－１
大阪府堺市西区築港新町三丁三十八番地

072-221-0215
072-232-2184
072-202-3380
072-273-2231
072-241-6656
072-243-6439
072-241-7451
072-280-0801
072-244-3366
072-244-0250

大阪府堺市西区築港浜寺西町１０－３

072-269-3900

大阪府堺市西区築港浜寺西町８番２３号
大阪府堺市西区築港浜寺西町８番２３号
大阪府堺市西区浜寺石津町中１丁９６
大阪府堺市西区浜寺石津町東１丁６番２４号
大阪府堺市西区浜寺石津町東４丁１２番６号
大阪府堺市西区浜寺船尾町東１丁１１４
大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－２３５
大阪府堺市西区鳳中町１０丁１７番３号
大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８
大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８
大阪府堺市中区深井中町１２６０番地１
大阪府堺市中区土師町４－５－２５
大阪府堺市中区土塔町１４８番５
大阪府堺市中区土塔町４９－３
大阪府堺市中区伏尾８５
大阪府堺市南区晴美台２－１－３１
大阪府堺市美原区今井２９７
大阪府堺市美原区大保２７０
大阪府堺市美原区南余部２８－１
大阪府堺市美原区北余部４０－１０
大阪府堺市美原区北余部４０番地１０
大阪府堺市美原区木材通１丁目７－４６
大阪府堺市美原区木材通４丁目１３番１
大阪府堺市北区金岡町５４４
大阪府堺市北区中村町６２０番地１
大阪府堺市北区百舌鳥西之町２丁２０５
大阪府堺市北区百舌鳥西之町２丁２０５
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁３７６番地２
大阪府堺市北区北花田町４丁８９－２３
大阪府堺市北区野遠町５０番地
大阪府四条畷市大字下田原１３６４－１
大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２
大阪府四條畷市中野本町２９２－１，２９３－１
大阪府摂津市西一津屋２－２２
大阪府摂津市鳥飼下３丁目２７番１９号
大阪府摂津市鳥飼上２丁目２番１８号
大阪府摂津市鳥飼上４－１－１９
大阪府摂津市鳥飼上５－６９

072-268-3372
072-268-3370
072-280-5813
072-280-2100
072-244-5023
072-262-0600
072-266-0055
072-267-0170
072-266-0088
072-262-2500
072-276-6255
072-270-7800
072-239-1101
072-230-2282
072-278-0747
072-293-5566
072-362-9194
072-362-5975
072-362-2885
0721-80-3366
0721-80-3330
072-361-3360
072-362-3517
072-250-6800
072-252-3265
072-274-7777
072-274-9888
072-276-7525
072-240-8782
072-240-8885
0743-71-0008
072-878-7881
080-5045-1303
06-4862-0005
072-677-2522
072-653-0500
072-665-5330
072-654-0003

大阪府摂津市鳥飼上５丁目１６

072-654-1880

大阪府摂津市鳥飼新町１－１－２０
大阪府摂津市鳥飼新町１丁目１５番２８号
大阪府摂津市鳥飼西５丁目１－８
大阪府摂津市鳥飼中２－２－６３
大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目５番３１号
大阪府摂津市鳥飼本町３丁目３－３１
大阪府摂津市鳥飼本町３丁目７番１０号

072-654-5001
072-650-2550
080-2440-7551
072-650-3065
072-654-0172
072-653-7577
072-654-5766
072-654-0766
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市区郡名

事業所名

住所

福山通運株式会社 摂津支店
ヤマト運輸株式会社 摂津支店
株式会社トミナガ 本社営業所
千里運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 摂津鶴野センター
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 常温大阪北センター
明雪運輸株式会社 常温一括大阪北センター
株式会社エスラインギフ 摂津営業所
摂津運輸株式会社 本社営業所
朝日町運輸倉庫株式会社
泉南市
大東市

高石市

高槻市

富田林市

豊中市

寝屋川市

摂津営業所

豊隆運輸有限会社 本社営業所
旭陸運倉庫株式会社 大阪営業所
大阪第一物流株式会社 本社営業所
株式会社陽光 大阪物流センター
有限会社秀吉 大東営業所
旭新運輸開発株式会社 大東営業所
藤久運輸倉庫株式会社 大阪営業所
株式会社エトワス 大東営業所
吉川輸送株式会社 高石
丸全関西物流株式会社 ＤＩＣ堺営業所
丸長運送株式会社 堺営業所
株式会社エネックス 関西支店
ヤマト運輸株式会社 高砂センター
共和運輸株式会社 本社営業所
共和運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻支店
株式会社コラビス東海 大阪営業所
関西エース物流株式会社 高槻営業所
株式会社大崎 大阪営業所
大阪三興物流株式会社 北大阪営業所
名糖運輸株式会社 関西物流センター
株式会社合通 高槻配送支店
大阪トヨペットロジスティック株式会社 本社
近鉄航空配送株式会社 関西オペレーションセンター
ダイセーロジスティクス株式会社 大阪ハブセンター
株式会社ダイトク 本社営業所
明治運送株式会社 高槻営業所
山鉄運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 高槻西部支店
トーエイ物流株式会社 大阪支店
山本商運株式会社 本社営業所
大阪高速乳配株式会社 本社営業所
株式会社松商重機興業 高槻営業所
直販配送株式会社 西日本統括支店
ヤマト運輸株式会社 高槻番田センター
本州運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 若松町東センター
昭和運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 富田林営業所
小松運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊中曽根センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 豊中営業所
株式会社エースコーポレーション 本社営業所
株式会社アクト 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 関西主管支店
ヤマト運輸株式会社 豊中二葉センター
仁川運輸株式会社 豊中営業所
福山通運株式会社 豊中支店
西濃運輸株式会社 豊中支店
株式会社ユーパワーロジ 豊中営業所
ヤマト運輸株式会社 北大阪主管支店

大阪府摂津市鳥飼本町４丁目１番２２号
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１０７１
大阪府摂津市鳥飼和道１－５－２
大阪府摂津市鶴野３－６－１１
大阪府摂津市鶴野３丁目３番２０号
大阪府摂津市東別府１丁目４－９
大阪府摂津市東別府１丁目４－９
大阪府摂津市東別府３－６６７－３
大阪府摂津市別府３－１５－３
大阪府摂津都市計画事業鳥飼東部土地区画整理地区１２
街３－１
大阪府泉南市信達大苗代１２８１－１
大阪府大東市御供田３丁目１３７－２
大阪府大東市御供田５－７－２
大阪府大東市御領３－７－５
大阪府大東市御領３丁目８７９
大阪府大東市新田旭町１－１５
大阪府大東市新田北町４－４７
大阪府大東市南新田１丁目３番１３号
大阪府高石市高砂１丁目１１番地１
大阪府高石市高砂１丁目３番地
大阪府高石市高砂３丁目３５番
大阪府高石市高砂３丁目４３番
大阪府高石市高砂３丁目５２番地
大阪府高石市取石７－４－５
大阪府高槻市浦堂本町３６－３１
大阪府高槻市下田部町２－２６４－４，５
大阪府高槻市下田部町２丁目５５番３号
大阪府高槻市下田部町２丁目７番１号
大阪府高槻市宮田町１丁目５番１０号
大阪府高槻市玉川３丁目１－５
大阪府高槻市三島江１丁目２５－１
大阪府高槻市芝生町４－３３－１
大阪府高槻市芝生町４丁目６番２号
大阪府高槻市大塚町５丁目２６番１０号
大阪府高槻市柱本５－７－１
大阪府高槻市柱本新町５－１
大阪府高槻市朝日町１－１０
大阪府高槻市登町５５－１０
大阪府高槻市土室町１７０－１，１７１－１
大阪府高槻市唐崎１２８０番地
大阪府高槻市唐崎南１－３１－１
大阪府高槻市南庄所町２３番１号
大阪府高槻市南平台３丁目３１－２８
大阪府高槻市番田１－５１－１
大阪府高槻市番田１－９６，９５－１
大阪府富田林市錦織南１丁１３－８
大阪府富田林市若松町東２丁目２５
大阪府富田林市昭和町２－１７９３－６
大阪府富田林市中野町東１－２２
大阪府富田林市南旭ヶ丘町１０番３号
大阪府豊中市原田元町３丁目１４番２７号
大阪府豊中市原田南１－１４８－４
大阪府豊中市勝部１－８－２
大阪府豊中市庄本町２－９－１０
大阪府豊中市走井２丁目９－１
大阪府豊中市二葉町２－６－３８
大阪府豊中市末広町２－１０－１０
大阪府豊中市箕輪３丁目４０－３
大阪府豊中市名神口１－６２－１
大阪府豊中市名神口１丁目１０番１
大阪府寝屋川市葛原１－２４５－６
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電話番号
072-654-1101
080-5045-1033
072-654-4790
072-638-2301
080-6604-5069
06-6827-0121
06-6827-5588
06-6349-7123
06-6349-2261
072-654-3955
072-487-6500
072-871-0621
072-870-2918
072-875-0500
072-806-2195
072-889-2580
072-872-1563
072-874-0101
072-268-0455
072-268-1226
072-280-6360
072-268-3970
072-269-3077
072-273-1551
072-689-5243
080-5045-1488
072-670-5228
072-673-8615
072-694-5055
072-678-4510
072-677-8401
0726-78-1283
072-677-7351
072-661-5460
072-644-8121
072-677-4111
072-683-0781
072-672-0690
080-5045-1488
072-679-2112
072-679-2515
072-668-6000
072-690-4311
072-662-9331
080-5045-1502
0721-23-2341
0721-20-4512
0721-23-3516
0721-25-0081
0721-24-8562
06-6840-5270
06-6866-3711
06-6841-0243
06-6336-6721
06-6841-1061
06-6335-0386
072-784-0257
06-6848-2920
06-4802-3014
06-6866-1830
072-801-6111

事業所名

市区郡名

羽曳野市

阪南市

東大阪市

住所

村岡運輸株式会社 本社営業所
株式会社共進エキスプレス 本社営業所
株式会社野出運輸 本社営業所
田村運輸株式会社 本社営業所
有限会社ネットワークエキスプレス 本社営業所
ニシリク物流株式会社 本社
有限会社ドルフィン物流サービス 本社営業所
日商物流サービス株式会社 羽曳野営業所
大阪低温物流株式会社 本社営業所
芝池運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 尾崎センター
ヤマト運輸株式会社 箱作センター
有限会社滝川運輸 臨空
ヤマト運輸株式会社 東大阪布施支店
シンヨー運輸株式会社 本社
株式会社和弘運輸 本社
室山運輸株式会社 大阪営業所
アントレー物流株式会社 東大阪営業所
株式会社大輪物流 本社
土屋自動車運輸株式会社 大阪営業所
株式会社サン・エキスプレス 大阪営業所
横山運送株式会社 本社営業所
株式会社日本ロジックス 東大阪営業所
トナミ近畿物流株式会社 東大阪センター
ヤマト運輸株式会社 東大阪西部支店
株式会社日本ロジックス 本社営業所
株式会社酒井運輸 東大阪営業所
株式会社成豊 本社営業所
荒木運輸株式会社 大阪主管店
瓢箪山運送株式会社 本社営業所
ヤマヨ運輸株式会社 本社営業所
株式会社サンコー運輸 本社
信和運輸倉庫株式会社 本社営業所
シナノライン株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪水走支店
株式会社タイコウ物流 東大阪営業所
株式会社ユーシン 本社
株式会社シード

本社営業所

大阪ライン有限会社 本社営業所
大八運送株式会社 東大阪営業所
荒木運輸株式会社 東大阪物流倉庫
菱武運輸株式会社 本店
トナン輸送株式会社 東大阪営業所
福井貨物自動車株式会社 東大阪支店
大橋運輸株式会社 本社
有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪菱江センター
株式会社日本トランスネット 大阪支店
株式会社樋口物流サービス 本社営業所
大藏運輸産業株式会社 大藏東営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 東大阪航空営
業所
住之江配車センター株式会社 本社
岡山県貨物運送株式会社 東大阪支店
姫路合同貨物自動車株式会社 東大阪営業所
宇和島自動車運送株式会社 東大阪営業所
株式会社スワロー物流大阪 本社営業所
ヤマト運輸株式会社

東大阪東部支店

新潟運輸株式会社 大阪支店
京和運輸株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪金物町センター

電話番号

大阪府寝屋川市葛原１－３１－８
大阪府寝屋川市香里西之町２６－３２
大阪府寝屋川市寝屋１丁目３７番２８号
大阪府寝屋川市秦町１２－３３
大阪府寝屋川市仁和寺本町３丁目１０番２２号
大阪府寝屋川市池田新町１９－３０
大阪府寝屋川市楠根北町２番１９－３０５
大阪府羽曳野市伊賀５丁目１１番６号
大阪府羽曳野市軽里３－２１８－１
大阪府羽曳野市蔵之内６０４－４
大阪府阪南市鳥取中３９０番地１、７
大阪府阪南市箱作２０８２－３、２０８５－１
大阪府阪南市尾崎町５３７－３
大阪府東大阪市衣摺２－７２－１
大阪府東大阪市衣摺５丁目２０番３０号
大阪府東大阪市横小路町６－９８７－１
大阪府東大阪市加納３－１３－２９
大阪府東大阪市加納３丁目１２番３７号
大阪府東大阪市加納４丁目１６－１６
大阪府東大阪市加納６丁目３番４１号
大阪府東大阪市岸田堂西２－１１－２１
大阪府東大阪市高井田中２－５－３３
大阪府東大阪市高井田中３－４－４
大阪府東大阪市高井田中３丁目２番５号
大阪府東大阪市高井田東２３番２０号
大阪府東大阪市高井田本通４丁目１－１
大阪府東大阪市今米１丁目１７番１号
大阪府東大阪市若江西新町４－２－３２
大阪府東大阪市若江西新町５丁目５番１１号
大阪府東大阪市若草町５－１０
大阪府東大阪市小若江３－１５－１４
大阪府東大阪市新庄４丁目１２番２４号
大阪府東大阪市新庄東４番３１号
大阪府東大阪市水走３－９－１６
大阪府東大阪市水走５－８－３０
大阪府東大阪市水走５丁目５－１５
大阪府東大阪市西石切町６丁目５番４１号
大阪府東大阪市西堤本通西１丁目８番２５号 西村ビル
１階 １０１号室
大阪府東大阪市西堤本通東２丁目６－３３
大阪府東大阪市池島町２丁目２番１５号
大阪府東大阪市長田東５丁目３番３７号
大阪府東大阪市鳥居町３－１２
大阪府東大阪市東鴻池町２丁目３－２７
大阪府東大阪市東鴻池町３－５－２０
大阪府東大阪市楠根２－１０－３２
大阪府東大阪市菱江１丁目２７番４０号
大阪府東大阪市菱江２丁目１２番１０
大阪府東大阪市菱江３－５－２
大阪府東大阪市本庄１丁目１２番１０号
大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号

072-826-1151
072-833-0700
072-825-2301
072-822-3686
072-830-1000
072-838-4444
072-803-5885
080-3810-4758
072-958-4381
072-957-6511
0724-70-0371
0724-76-3151
072-493-2518
080-5045-1108
06-6728-4040
072-988-6471
0729-61-8222
072-965-4800
072-966-4588
072-875-2238
06-6736-0251
06-6783-0680
06-6787-2256
06-6787-1073
080-5045-1157
06-6787-2255
0729-60-0666
06-6777-8608
06-6728-6888
072-987-1155
06-6722-6866
072-968-2071
06-6744-9751
072-963-3841
080-5045-1068
072-968-0313
072-987-2963

大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号

06-6747-7385

１２号棟

大阪府東大阪市本庄西１丁目３番２３号
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
大阪府東大阪市本庄中１－８７
大阪府東大阪市本庄中１丁目４－９０
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（東大阪第２トラック
ターミナル）
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市弥生町２０－１２
大阪府東大阪市友井５丁目８２５番１
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06-6783-8687
06-6753-7101
072-983-7782
06-4309-0981
072-982-2667
072-968-2311
072-961-0433
06-6746-8473
072-965-8607
080-6699-1113
072-945-2255
072-966-4010
06-4309-5820

06-6748-7440
06-6747-6411
06-6747-7131
06-6747-5571
06-6747-3256
080-5045-1107
06-6747-5162
072-987-9830
080-6695-6204

市区郡名
吹田市

枚方市

事業所名

住所

新三興物流株式会社 吹田営業所
日商物流サービス株式会社 吹田営業所
トランコムＤＳ株式会社 大阪第二営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田春日センター
土屋自動車運輸株式会社 大阪吹田営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田末広町センター
長田産業株式会社

枚方営業所

株式会社宮田運輸 枚方営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方北支店
株式会社サカイ引越センター 枚方支社
丸宮運輸株式会社 枚方営業所
アントレー物流株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方東支店
株式会社ＮＢＳロジソル 北大阪営業所
高尾運輸興業株式会社 本社営業所
協同運輸株式会社 枚方営業所
堂本運輸株式会社 枚方営業所
福山通運株式会社

藤井寺市
松原市

箕面市

守口市

八尾市

泉南郡
泉北郡

豊能郡
南河内郡

枚方営業所

マルワ急配株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方企業団地センター
株式会社タイヨー運送 本店
大阪急送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 藤井寺南センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 松原営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 松原支店
ヤマト運輸株式会社 松原支店
ヤマト運輸株式会社 上田センター
キユーソーティス株式会社 松原営業所
伸交運輸株式会社 本社
有限会社エヌケー物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 箕面支店
エービーカーゴ西日本株式会社 箕面営業所
太田運送株式会社 箕面営業所
三浦運輸株式会社 本社営業所
株式会社吉良 本社
株式会社トランスネットトキワ 本社
大阪やよい運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 大阪東航空貨物センター
カンダコーポレーション株式会社 関西キャッシュサー
ビスセンター
株式会社大島商事 本社営業所
中馬運輸株式会社 本社営業所
酒本商事株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾若林センター
マンナ運輸株式会社 大阪営業所
佐々木茂義 本店営業所
東栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社滋賀丸運 大阪営業所
福山通運株式会社 八尾支店
飯田物流株式会社 本社営業所
河内運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 熊取センター
鶴運輸株式会社 本社営業所
栄運輸工業株式会社 忠岡営業所
株式会社アルファライン 泉北営業所
有限会社堀運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 豊能支店
株式会社西條商事 河南営業所
森本運送株式会社 本社営業所
有限会社福島商会 本社営業所

電話番号

大阪府吹田市岸部中２－１７－１
大阪府吹田市岸部北５丁目２０－１０
大阪府吹田市幸町４番１号
大阪府吹田市春日３－３１４－３
大阪府吹田市清水１２－４
大阪府吹田市南金田１－１３－３４
大阪府吹田市末広町２０３４－３
大阪府枚方市茄子作南町２４５番２の一部、２８３番２
の一部
大阪府枚方市春日野１丁目１１－１０
大阪府枚方市招堤中町２－１３９１ 他４筆
大阪府枚方市招提元町４－３
大阪府枚方市招提大谷２－１１６０－１２
大阪府枚方市星丘２丁目４３番９号
大阪府枚方市大峰東町３７０８－４他５筆
大阪府枚方市池之宮１丁目２６－６
大阪府枚方市池之宮４丁目７番２１号
大阪府枚方市中宮大池１－１－１
大阪府枚方市中宮大池３－３０－１
大阪府枚方市長尾荒阪２丁目４０３４－１，４０３２－
１
大阪府枚方市片鉾本町１番５号
大阪府枚方市北山１丁目３番１８号
大阪府枚方市野村元町６－１
大阪府藤井寺市惣社１－１０－１０
大阪府藤井寺市野中５丁目１－５
大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号
大阪府松原市三宅西６丁目８９５－１
大阪府松原市三宅中６－８５５，８５６－１
大阪府松原市柴垣２丁目５１６－２
大阪府松原市丹南６丁目５０８番地
大阪府松原市天美我堂７－４３３
大阪府箕面市粟生間谷西３丁目２３番１０号
大阪府箕面市粟生間谷東１丁目２５番１２号
大阪府箕面市石丸１－５－１
大阪府箕面市船場東１－９－６
大阪府守口市南寺方東通２丁目１０番１５号
大阪府守口市南寺方東通６－６－５
大阪府守口市南寺方東通四丁目２０番１５号
大阪府守口市八雲中町２－１２－２４
大阪府守口市八雲中町２丁目１０番３号

06-6368-3599
06-6310-6285
070-6534-8302
06-6380-8573
06-6875-3693
06-6337-8111
080-5044-6695

大阪府守口市八雲中町２丁目１４－３

06-4252-5850

大阪府八尾市弓削町１丁目６６番地
大阪府八尾市高美町１－４－３７
大阪府八尾市高美町６－３－７
大阪府八尾市若林町２丁目６９番地
大阪府八尾市太田新町２丁目９６番
大阪府八尾市竹渕西４－１５
大阪府八尾市東山本町５－８－２１
大阪府八尾市南木の本２－１５
大阪府八尾市福栄町２－３０
大阪府八尾市陽光園１－１－２２
大阪府八尾市老原１－１００
大阪府泉南郡熊取町大久保南３丁目１６１０番１
大阪府泉南郡熊取町朝代東２－１－１６
大阪府泉北郡忠岡町高月南１丁目３番１９号
大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番４０号
大阪府泉北郡忠岡町北出３－１－３５
大阪府豊能郡能勢町野間中６９０－１
大阪府南河内郡河南町大ヶ塚１８１－１－２
大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪１８０番地２
大阪府南河内郡太子町大字太子２３－１

072-941-2055
072-922-3571
072-922-2470
080-5045-1204
072-949-0093
06-6760-6551
072-997-8000
072-923-6650
072-996-6561
072-923-6081
072-991-5050
072-451-0053
072-452-8525
0725-21-0281
072-437-0354
072-441-3153
072-737-2562
0721-90-2100
0721-72-0373
0721-98-1490
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072-854-8866
072-859-8253
080-5045-1369
072-809-6633
072-857-3271
072-896-2255
080-5045-1390
072-805-6731
072-805-9111
072-847-9970
072-848-6606
072-864-0292
072-848-9006
080-6699-0387
072-058-8350
072-939-7272
0729-31-3076
072-339-0710
072-336-6151
072-331-2587
072-339-1021
072-339-1266
072-335-1231
072-729-8733
080-6604-5578
072-728-8686
072-729-8451
06-6991-6011
06-6997-0381
06-6996-1100
06-6908-3722
06-6991-8568

市区郡名
三島郡

事業所名
株式会社エクシング

高槻営業所

住所
大阪府三島郡島本町江川１－３２－３
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電話番号
075-961-3338

