平成２２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）
市区郡名
大阪市

事業所名

住所

アクロストランスポート株式会社 大阪支店
株式会社恵和テック 本社
大明運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 生野南支店
ヤマト運輸株式会社 大阪北支店
天神運輸倉庫株式会社 本社営業所
林運送株式会社 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 大阪梅田支店
株式会社タイムス物流 本社営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪北営業所
豊商運送株式会社 本社営業所
富士興業株式会社 安治川営業所
内外運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 大阪店
加藤運輸株式会社 本社営業所
興生運輸株式会社 本社営業所
株式会社オーエスティ物流 桜島センター
共立輸送株式会社 大阪営業所
関西エース物流株式会社 舞洲営業所
野田運送株式会社 大阪物流センター
ヤマト運輸株式会社 城東支店
株式会社エスラインギフ 城東営業所
関西自動車株式会社 城東営業所
西濃運輸株式会社 関目支店
ヤマト運輸株式会社 城東中浜支店
クレベ運送株式会社 城東営業所

大阪府大阪市旭区高殿５－１０－７
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北３－１４－１９
大阪府大阪市生野区田島６丁目９番１１号
大阪府大阪市生野区巽中４－２８５－３
大阪府大阪市北区大深町１－２６
大阪府大阪市北区天神西町６番８号
大阪府大阪市北区長柄西２－２－１１ ナカタビル３Ｂ
大阪府大阪市北区中津５丁目７番４号
大阪府大阪市北区豊崎１丁目３－１７
大阪府大阪市北区大淀中４－１５－２５
大阪府大阪市北区大淀北１－６－５
大阪府大阪市此花区梅香２丁目７－３
大阪府大阪市此花区島屋６丁目１番１３０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梅町２丁目１番５６号
大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２０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白津１－１－４０
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７－８１
大阪府大阪市此花区常吉２丁目１１番４５号
大阪府大阪市城東区古市１－１－１、３８
大阪府大阪市城東区今福南３丁目１番３５号
大阪府大阪市城東区関目１－２１－１９
大阪府大阪市城東区関目５丁目８番１６号
大阪府大阪市城東区東中浜７－４９－４
大阪府大阪市城東区放出西３丁目５番２４号
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目１－１８ ロジポート
株式会社合通 関西ベイエリア支店
大阪４階
ヤマト運輸株式会社 阿倍野支店
大阪府大阪市住之江区緑木２－２７－１、３０－１、３
岡山水急大阪株式会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区新北島１丁目４－３７
大阪牧迫運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区平林南１－３－５４
ナニワサービス株式会社 本社
大阪府大阪市住之江区平林南１－６－６１
大洋輸送株式会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区平林南１－１－７
株式会社ロジネクス 大阪営業所
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目４番２号
マルイ運輸株式会社 関西支店
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９番１３８号
丸和運輸株式会社 本社大阪営業所
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目９－１２７
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丁目１番８８号
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
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
フットワークエクスプレス株式会社 大阪南港支店営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号
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丁目４番５号
株式会社辰巳商会 南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東６－２－８４、１１６
日本コンテナ輸送株式会社 大阪港営業所
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目７番３４号
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南港東７丁目１番４８号
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪南エリア営
大阪府大阪市住之江区南港東８－１－１９
業所
日之出運輸株式会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区南港東４－５－１６
日本通運株式会社 南港仕立・アローセンター
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目２－１４
株式会社合通 南港ターミナル支店
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１０番１０号 日通
日通大阪ターミナル運輸株式会社 南ターミナル営業所
ビル内
福井貨物自動車株式会社 大阪南港支店
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－１０８
関空トランスポートサービス株式会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１－１１５
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号 大
佐川急便株式会社 住之江支店
阪南港トラックターミナル内
株式会社マルビシ興運 大阪営業所
大阪府大阪市住之江区南港南５－１－３２
京阪輸送有限会社 南港営業所
大阪府大阪市住之江区南港南１－２－１９４
佐川引越センター株式会社 大阪支店
大阪府大阪市住之江区南港南２－４－４３
塩飽運輸有限会社 本社営業所
大阪府大阪市住之江区南港中１－２－９０
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丁目１５番１８号
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H22.12.24
電話番号
06-6951-2474
06-6719-0266
06-6757-7424
06-6753-6721
06-4802-9064
06-6362-9316
06-6351-5060
06-6458-9591
06-6292-2550
06-6451-6254
06-6457-1300
06-6464-6530
06-6468-3041
06-6468-2181
06-6460-1111
06-6460-5215
06-6464-0553
06-6462-2451
06-6462-8021
06-6463-8117
06-6464-2571
06-6936-2103
06-6932-7351
06-6934-0147
06-4802-3018
06-4258-3326
06-6968-1651
06-6115-3952
06-6682-2137
06-4702-1177
06-6681-3330
06-6682-7280
06-6682-3185
06-6686-0180
06-6683-0130
06-4702-0010
06-6613-2883
06-6616-4108
06-6569-6712
06-6614-2109
06-6612-1401
06-6612-3818
06-6612-0721
06-6569-1850
06-6569-3202
06-6614-3631
06-6612-7027
06-6612-5531
06-6612-6401
06-6612-1118
06-6612-6664
06-6614-5700
06-6613-1251
06-6613-7015
06-6569-2322
06-6569-3555
06-4700-3270

市区郡名

事業所名

住所

都南運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 大正支店
名正運輸株式会社 大阪営業所
協同運輸株式会社 本社営業所
株式会社新陸運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 谷町支店
ヤマト運輸株式会社 大手通３丁目センター
株式会社宇田急配社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪中央支店
福山通運株式会社 大阪船場支店営業所
進光運輸株式会社 本店営業所
トナミ運輸株式会社 大阪中央支店
放出運輸倉庫株式会社 本社
クレベ運送株式会社 大阪営業所
置田運送株式会社 本社営業所
親和サービス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 日本橋東センター
ヤマト運輸株式会社 難波支店
株式会社三晃自動車運輸商会 三晃本社営業所
航空集配サービス株式会社 浪速営業所
ヤマト運輸株式会社 久保吉センター
ヤマト運輸株式会社 大阪中之島センター
ヤマト運輸株式会社 大阪堀江支店
アスト株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪南堀江センター
ヤマト運輸株式会社 大阪九条南センター
今宮倉庫株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 大阪支店
株式会社二村運送店 本社営業所
株式会社阪和運送店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 玉出支店
株式会社Ｏｒｉｅｎｔ Ｃａｒｇｏ Express 大阪営業
所
成美運輸株式会社 本社営業所
新井運送株式会社 本社営業所
立正運送株式会社 本社営業所
日本ルートサービス株式会社 大阪営業所
宮崎運輸株式会社 大阪
西鉄運輸株式会社 関西支店
近畿液体輸送株式会社 本社
新垣運輸株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 大阪営業所
日本通運株式会社 関西重機建設支店
古河運輸株式会社 本社営業所
株式会社マツヤサービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 西淀川中島センター
ヤマト運輸株式会社 天王寺支店
福山通運株式会社 東住吉支店
ヤマト運輸株式会社 東住吉支店
ヤマト運輸株式会社 住吉長居支店
ヤマト運輸株式会社 東成支店
大裕重量運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東成中本支店
立山運送株式会社 本社
中越テック株式会社 大阪支店
名鉄運輸株式会社 淀川支店
ヤマト運輸株式会社 淀川支店
株式会社ミヨシコーポレーション 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 平野長原支店
平岩運輸株式会社 大阪営業所
大阪平岩運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 平野支店

電話番号

大阪府大阪市大正区三軒家西２丁目６番４号
大阪府大阪市大正区鶴町５－５－８、９
大阪府大阪市大正区泉尾７－４－１３
大阪府大阪市大正区泉尾２－１－１
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目１８番２１号
大阪府大阪市中央区農人橋２－２－１７
大阪府大阪市中央区大手通３－９
大阪府大阪市中央区常盤町１－３－１７
大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－４５、４７
大阪府大阪市中央区南船場１－４－３３
大阪府大阪市鶴見区浜５丁目１番２７号
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目１５１
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今津南３丁目２－３７
大阪府大阪市天王寺区六万体町１－７
大阪府大阪市浪速区下寺３－２－３－２０３号
大阪府大阪市浪速区下寺３－１０－９、１０
大阪府大阪市浪速区桜川３－８－３４
大阪府大阪市浪速区木津川２丁目５番１２号
大阪府大阪市浪速区木津川２－２－６ 新開運輸倉庫株
式会社内 新開建物ビル３階
大阪府大阪市浪速区久保吉１－１２４２－２６
大阪府大阪市西区川口４丁目８５番地３
大阪府大阪市西区川口２丁目３０－１、２
大阪府大阪市西区北堀江４－１７－２３
大阪府大阪市西区南堀江４丁目１６番地１
大阪府大阪市西区九条南３丁目２７番１７号
大阪府大阪市西成区中開１－３－３１
大阪府大阪市西成区玉出西２－３０－１１
大阪府大阪市西成区津守３－８－５７
大阪府大阪市西成区津守３－８－５７
大阪府大阪市西成区南津守７丁目５６－４

06-6962-7325
06-6552-1740
06-6555-0813
06-6552-1101
06-6553-0331
06-4790-2866
06-6945-1324
06-6941-3795
06-6261-9005
06-6262-1221
06-6912-0071
06-6915-1073
06-6961-3951
06-6968-1651
06-6771-1985
06-6641-5333
06-4397-8555
06-6561-7162
06-4392-3955

大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８

06-6478-2355

大阪府大阪市西淀川区佃７－６－１４
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竹島２丁目２番１９号
大阪府大阪市西淀川区竹島５－９－３２
大阪府大阪市西淀川区千舟２丁目３番３４号
大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目３番２４号
大阪府大阪市西淀川区大和田２－３－１８
大阪府大阪市西淀川区姫島３丁目４－３４－１０４
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中島２丁目１０番６０号
大阪府大阪市西淀川区大野３丁目７番１６８号
大阪府大阪市西淀川区大野３丁目７－１２１
大阪府大阪市西淀川区百島１丁目３－９３
大阪府大阪市東住吉区今林４－８－１、２、３、４
大阪府大阪市東住吉区今川８－７－２３
大阪府大阪市東住吉区鷹合１－４、５
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田２－２７－１
大阪府大阪市東成区深江北３－７－６
大阪府大阪市東成区大今里西２－２－１３
大阪府大阪市東成区東中本３－２２－２
大阪府大阪市東淀川区大桐２丁目１３番３１号
大阪府大阪市東淀川区大桐４－１－７７
大阪府大阪市東淀川区豊新２丁目１２－２９
大阪府大阪市東淀川区西淡路６丁目４－１１１
大阪府大阪市平野区加美北４－１１－１７
大阪府大阪市平野区加美東４－７５
大阪府大阪市平野区加美東７丁目３－２
大阪府大阪市平野区平野南３－２－２６
大阪府大阪市平野区背戸口２丁目２番４、７

06-6476-5245
06-6471-2102
06-6478-1700
06-6476-2055
06-6474-7741
06-6471-6671
06-6475-0206
090-3165-8810
06-6476-3036
06-6474-7766
06-6472-6171
06-6475-2314
06-6476-5705
06-6795-5400
06-6702-3171
06-6607-7106
06-6694-2023
06-6976-3602
06-6971-5027
06-6975-5170
06-6328-1509
06-6328-6806
06-6329-3450
06-6326-1968
06-6796-5688
06-6794-3757
06-6791-3492
06-6701-1212
06-6703-1933
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06-6563-3113
06-4392-5023
06-6582-6052
06-6584-0793
06-6538-2781
06-6535-3037
06-6585-3715
06-6648-0138
06-4802-3013
06-6661-2409
06-6661-2409
06-6661-5261

市区郡名

事業所名

住所

株式会社東陽運輸 本社営業所
大阪ダイハツ輸送株式会社 本社営業所
株式会社エヌティロジスティクス 本社営業所
福山通運株式会社 大阪支店
ヤマト運輸株式会社 大阪港支店
カネミ運送株式会社 築港営業所
ミナト物流株式会社 本社営業所

池田市

泉大津市

泉佐野市

和泉市
茨木市

株式会社大急 本社営業所
株式会社アルファ物流 大阪営業所
株式会社つばめ急便 港営業所
佐川急便株式会社 関西航空店
株式会社植田組運送店 本社営業所
有限会社フタバ運送店 本社営業所
株式会社寿運送店 本社営業所
キャリーネット株式会社 大阪営業所
水原運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 都島毛馬センター
三興物流株式会社 本社営業所
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 淀川新高センター
関西郵便逓送株式会社 池田営業所
株式会社ファースト・ロジスティックス 大阪営業所
有限会社金山建商 本社営業所
光急便有限会社 本社営業所
南開物流株式会社 本社営業所
大津急送株式会社 本社
株式会社イズミ 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
東鉄運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 泉佐野支店
株式会社アイエキスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 関西空港支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 泉南センター
髙山運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 和泉支店
豊興サービス株式会社 和泉テクノ営業所
西多摩運送株式会社 大阪営業所
株式会社ハセコン運輸 本社営業所
池田興業株式会社 大阪支店
関西日立物流サービス株式会社 北大阪営業所
西濃運輸株式会社 茨木支店
三紀運輸株式会社 本社営業所
株式会社スマイルライン 大阪営業所
茨木小型運送株式会社 本社営業所
有限会社あい運送 本社営業所
有限会社扶桑物流 大阪営業所
株式会社吉富運輸 大阪営業所
マコトトランスポートサービス株式会社 大阪営業所
株式会社ハンワ 本社営業所
株式会社しん運送 本社
株式会社ハップ 大阪営業所
トナミ運輸株式会社 北大阪営業所
三之丸通商株式会社 大阪営業所
山陽自動車運送株式会社 北大阪営業所
九州西濃運輸株式会社 北大阪支店
第一貨物株式会社 北大阪支店
福井貨物自動車株式会社 北大阪支店
岡山通運株式会社 大阪営業所
片岡運輸株式会社 北摂事業本部
東洋メビウス株式会社 茨木支店

大阪府大阪市平野区平野東４－５－１９
大阪府大阪市福島区福島１丁目４番２６号
大阪府大阪市福島区大開４丁目４番１号
大阪府大阪市福島区大開４－１－１８
大阪府大阪市港区波除１－４－７７
大阪府大阪市港区磯路１丁目８番１０号
大阪府大阪市港区田中２丁目１２番２号 ミナト田中町
ビル
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番３号
大阪府大阪市港区市岡４－６－６９
大阪府大阪市港区福崎１－３－５７
大阪府大阪市港区福崎３－１－７７
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区海岸通４丁目２番２３号
大阪府大阪市港区港晴５－２－２４
大阪府大阪市港区港晴２－１４－１９
大阪府大阪市都島区毛馬町５－１－６
大阪府大阪市都島区毛馬町５－２－１０
大阪府大阪市都島区内代町１丁目３番２１号
大阪府大阪市淀川区野中北１－１９－９
大阪府池田市鉢塚３丁目３番９号
大阪府池田市空港１－１３－１
大阪府池田市宇保町１３－７
大阪府泉大津市森町２丁目１０番２３号
大阪府泉大津市昭和町１６－１
大阪府泉大津市汐見町１０４
大阪府泉大津市汐見町２１－６０
大阪府泉大津市小津島町４－９
大阪府泉大津市小津島町４番９
大阪府泉大津市臨海町１－１５－１
大阪府泉佐野市市場西１－３７３－１、３７５－１
大阪府泉佐野市上之郷２７８１
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１０
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１０
大阪府泉佐野市住吉町１１番８、８番１９
大阪府和泉市一条院町１２８－１
大阪府和泉市テクノステージ１丁目３番２３号
大阪府茨木市東安威１－１８－１０
大阪府茨木市太田３丁目１番６号
大阪府茨木市西河原２丁目２１番１２号
大阪府茨木市三咲町６２１－３
大阪府茨木市藤の里１－４－８
大阪府茨木市豊川４－２７－１５
大阪府茨木市上郡１－５－１７
大阪府茨木市片桐町３番２８号
大阪府茨木市舟木町２１番２６号－２０５
大阪府茨木市新堂３丁目２－１９
大阪府茨木市南目垣１丁目５番１６号
大阪府茨木市南目垣１－４－１
大阪府茨木市南目垣２丁目５番３８号
大阪府茨木市五十鈴町１４番３１号
大阪府茨木市宮島２丁目６番１号
大阪府茨木市宮島２丁目５番１号
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５番１号（北大阪トラックター
ミナル内３号棟）
大阪府茨木市宮島２－５－１ 北大阪トラック・ターミ
ナル第６棟
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市島１－２２－２７
大阪府茨木市東宇野辺町３－９
大阪府茨木市東宇野辺町１－８１
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電話番号
06-6792-1080
06-6453-1911
06-6460-7170
06-6462-5251
06-6586-5445
06-6573-5345
06-6574-4756
06-6572-1212
06-6574-1917
06-6573-4151
06-6572-1200
06-6574-2764
06-6574-2763
06-6574-2763
06-6571-3165
06-6573-1501
080-5045-1350
06-6929-4617
080-5045-1351
06-6150-1170
072-761-8600
06-6841-5159
072-752-5344
0725-32-8695
0725-20-5666
072-521-1234
0725-32-9023
0725-33-0201
0725-33-0725
0725-22-1631
0724-61-1582
072-465-0019
0724-60-2955
072-458-2072
072-464-4625
0725-41-9864
0725-53-4147
072-643-6645
072-622-2714
072-624-2241
072-625-0553
06-4802-3024
06-6380-3888
072-641-6631
072-622-5252
072-628-2320
072-652-0318
072-657-2001
072-630-0305
072-638-8080
072-633-9446
072-638-1128
072-632-8282
072-637-1060
072-633-2076
072-632-8222
072-632-8250
072-633-8273
072-634-1845
072-622-6771
072-626-6706

市区郡名

事業所名

住所

大阪狭山市 株式会社カシックス 南大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪狭山支店
株式会社三勇運送 本社
貝塚市
博新運輸株式会社 本社
久米田運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 貝塚支店
株式会社ＫＴＬ 本社
ミズタ物流株式会社 本社営業所
有限会社伊東 本社営業所
株式会社サンロジスティックス 阪南営業所
柏原市
ヤマト運輸株式会社 柏原支店
門真陸運株式会社 本社営業所
門真市
山藤運送株式会社 門真営業所
松潮物流株式会社 本社
株式会社つばめ急便 門真営業所
旭栄物流株式会社 本社営業所
大日倉庫株式会社 大阪共同配送センター
ショーエイ倉庫株式会社 本社営業所
西武運輸株式会社 門真支店
西武運輸株式会社 門真西営業所
株式会社エコトラック 本社営業所
株式会社ＨＬＣ 本社営業所
協和運送株式会社 本社営業所
川相運輸株式会社 本社
眞鶴興業株式会社 本社
第一貨物株式会社 門真支店
河内長野市 ヤマト運輸株式会社 河内長野支店
長福運送株式会社 本社営業所
丸長運送株式会社 河内長野営業所
天野商運株式会社 本社営業所
岸和田市

堺市

ヤマト運輸株式会社 岸和田支店
株式会社トラヴァンス 本社営業所
有限会社大和商運 岸和田営業所
株式会社一杉運輸 本社営業所
有限会社北星運輸 本社
北海運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸玉運送 大阪営業所
一心港運株式会社 本社営業所
株式会社山直運送 本社
ヤマト運輸株式会社 和泉光明支店
株式会社渡辺産業運輸 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 堺北支店
有限会社Ｙ・Ｋ物流システム 本社営業所
大泉運輸株式会社 本店営業所
株式会社井村運送 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 堺支社
酸和運送株式会社 大阪営業所
日本トラック株式会社 南大阪支店
竹田運送株式会社 本社営業所
株式会社ヒガシトゥエンティワン 堺ロジスティックスセ
ンター
山九株式会社 堺支店
有限会社三宝物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺支店
ブルーエキスプレス株式会社 本社営業所
上田運輸株式会社 本社営業所
株式会社大木組 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺東支店
ヤマト運輸株式会社 堺中支店
株式会社フジライン 本社営業所
泉本運輸倉庫株式会社 本社営業所
弘容通商株式会社 堺営業所

電話番号

大阪府大阪狭山市東野西３丁目７４６
大阪府大阪狭山市東野中４丁目６１９番１号
大阪府貝塚市新井１７７
大阪府貝塚市森４３０番地
大阪府貝塚市浦田１０１
大阪府貝塚市鳥羽字茶円畑ヶ７９－１、新四郎畑ヶ８０
－１、８２－１、大畑ヶ８３－１
大阪府貝塚市二色中町１０－２
大阪府貝塚市港６番地
大阪府貝塚市三ツ松６８７－１
大阪府柏原市国分東条町４３１３
大阪府柏原市円明町４９５８、４９５９番１、４９６０
大阪府門真市北岸和田２丁目３番１４号
大阪府門真市下馬伏３０番地
大阪府門真市大字三ツ島２１２０番地
大阪府門真市大字三ツ島６３１
大阪府門真市大字三ツ島１０番地
大阪府門真市島頭４丁目１番３１号
大阪府門真市四宮４丁目５番３６号
大阪府門真市四宮２－１１－５０
大阪府門真市東田町２－１
大阪府門真市大字薭島１８５
大阪府門真市薭島１２２
大阪府門真市柳田町１４番１８号
大阪府門真市桑才新町２２－１
大阪府門真市桑才新町４－１
大阪府門真市殿島町４番１号
大阪府河内長野市昭栄町９２３、９２２
大阪府河内長野市寿町６－３２
大阪府河内長野市上原西町９番３号
大阪府河内長野市下里町１２１０－１
大阪府岸和田市中井町字牛神２６４－１ 八木土地区画
整理事業２２街区１画地
大阪府岸和田市木材町１５－３
大阪府岸和田市新港町１９－６
大阪府岸和田市新港町３－１
大阪府岸和田市新港町１０－３３
大阪府岸和田市新港町１０－２２
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番４号
大阪府岸和田市山直中町１００８－１
大阪府岸和田市稲葉町２７７－３、２７９－１、３
大阪府岸和田市大沢町字中内３２３－１
大阪府堺市北区金岡町２０１３－１ 他２筆
大阪府堺市堺区榎元町３丁２番－８号
大阪府堺市堺区旭ケ丘南町１丁２番６号
大阪府堺市堺区神石市之町２２５－１
大阪府堺市堺区高砂町３－７８－１
大阪府堺市堺区出島西町３－９
大阪府堺市堺区出島海岸通４丁２７５番地
大阪府堺市堺区楠町二丁二番一号

072-366-3613
072-368-3703
072-423-0078
072-446-3333
072-431-2233

大阪府堺市堺区築港八幡町１－６３

072-282-6555

大阪府堺市堺区松屋大和川通３丁１３９番地の１
大阪府堺市堺区南島町３丁１３０番地
大阪府堺市堺区三宝町６丁３１６－３、５
大阪府堺市堺区大浜西町１０番地
大阪府堺市堺区神南辺町１丁３番３号
大阪府堺市堺区北波止町４２番４６
大阪府堺市中区土塔町１４７－１
大阪府堺市中区見野山２１８－２ 他１１筆
大阪府堺市中区見野山２０９番地
大阪府堺市中区伏尾３７３番地
大阪府堺市中区伏尾８５

072-233-2391
072-222-5538
072-227-8285
072-229-3963
072-238-6969
072-232-2184
072-239-2819
072-236-4436
072-239-2801
072-277-6500
072-278-0747

4／8 ページ

072-426-2109
072-429-3232
072-438-5001
072-447-0111
072-975-1251
072-978-0834
072-883-2400
072-887-1010
072-886-1185
072-885-4151
072-885-7861
072-882-7575
072-887-6121
072-882-3341
06-6905-3492
072-885-3433
072-800-2300
06-6916-6910
06-6909-4405
06-6900-5601
06-6909-0380
0721-55-0446
0721-53-7880
0721-54-2845
0721-55-0888
072-443-3929
072-437-7981
072-430-3412
0724-39-4118
072-436-1594
072-436-1523
072-429-1700
072-422-4623
072-445-1046
072-479-1493
072-479-2216
072-258-6012
072-271-7188
072-244-0269
072-262-3963
072-244-5210
072-280-0890
072-247-2341
072-241-1881

市区郡名

四條畷市

吹田市

摂津市

泉南市

大東市

事業所名

住所

株式会社アスト中本 本社営業所
株式会社北野運輸倉庫 本社
大浪陸運株式会社 大阪事業所
株式会社マツダ運輸大阪 本社営業所
福山通運株式会社 堺为管支店
立正運送株式会社 堺営業所
大阪平岩運輸有限会社 堺営業所
富久屋運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 堺西支店
シンエスサービス株式会社 堺営業所
株式会社堺相互 本社営業所
株式会社フジラインエキスプレス 本社
ヤマト運輸株式会社 堺南支店
寺口運送株式会社 本社営業所
泉北陸運株式会社 本社営業所
上神谷運送株式会社 本社営業所
株式会社ケイエスシイ 本社営業所
近畿合通株式会社 美原営業所
近物レックス株式会社 南大阪支店
黒山運送株式会社 本社営業所
津野山陸運株式会社 本社営業所
宮地運送株式会社 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
株式会社近畿オーディオ流通サービス 本社
三興物流株式会社 吹田営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田泉町センター
ヤマト運輸株式会社 吹田支店
エービーカーゴ西日本株式会社 吹田営業所
株式会社西岡屋 本社営業所
丸嘉運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社ナスコ 大阪営業所
株式会社サン・エキスプレス 本社営業所
ピアノ運送株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 吹田北支店
株式会社メイセイ物流 千里ニュータウン営業所
王子陸運株式会社 大阪北営業所
弘栄運輸株式会社 摂津営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 守口営業所
有限会社拓海ロジリューションエクスプレス 本社営業所
見山サービス株式会社 本社
株式会社オー・エス・エス 大阪直配センター
福山通運株式会社 摂津支店
新関西運輸株式会社 摂津営業所
西日本エア・ウォーター物流株式会社 大阪運輸営業所
株式会社ロジコム・アイ 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 摂津鳥飼上センター
西濃運輸株式会社 摂津支店
中央陸運株式会社 摂津営業所
ミリオン運輸株式会社 本店営業所
株式会社ケイシン 北大阪営業所
ネクスト株式会社 本社
株式会社大豊物流システム 本社営業所
平和産業株式会社 大阪営業所
関西陸運株式会社 大喜営業所
航空集配サービス株式会社 大阪支店
ヤマト運輸株式会社 泉南支店
有限会社野中運送 本社営業所
有限会社扇勝物流 本社営業所
丸政運輸倉庫株式会社 本店営業所
近畿いづみ運輸株式会社 大東営業所
三倉運輸株式会社 大阪営業所

大阪府堺市中区小阪西町１番１号
大阪府堺市中区深井清水町３７１５
大阪府堺市西区築港新町１－５－３
大阪府堺市西区築港新町三丁三十八番地
大阪府堺市西区築港新町３丁６－１
大阪府堺市西区石津西町９４－１０
大阪府堺市西区石津西町１６番地 丸一鋼管内
大阪府堺市西区浜寺石津町東３丁６番３４号
大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－９５－１、４、５
大阪府堺市西区築港浜寺西町８番２３
大阪府堺市西区菱木１丁２３１４番地２
大阪府堺市南区宮山台３－１－２２－４０９
大阪府堺市南区豊田６２５、６２６
大阪府堺市南区豊田５８０番地
大阪府堺市南区畑１８５
大阪府堺市南区原山台５丁１３番２号
大阪府堺市南区庭代台４丁７番１５号
大阪府堺市美原区小平尾７３１番地１
大阪府堺市美原区平尾３２１番２
大阪府堺市美原区南余部２８－１
大阪府堺市美原区今井１１９－２
大阪府堺市美原区太井５４９－３３
大阪府四條畷市下田原１３６４－１
大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２
大阪府四條畷市雁屋西町２－２
大阪府吹田市岸部中２丁目１７－１
大阪府吹田市泉町３丁目１９番３６号
大阪府吹田市南吹田４丁目４４０７－３、４
大阪府吹田市南吹田３丁目２番５６号
大阪府吹田市南金田２－７－１４
大阪府吹田市南金田１－１３－３４
大阪府吹田市広芝町８－１２
大阪府吹田市清水１４－１
大阪府吹田市山田西２丁目７－７
大阪府吹田市山田北２９９０、２９７２－１
大阪府吹田市津雲台７丁目２番Ｄ１０２
大阪府摂津市鳥飼西３丁目１１－１
大阪府摂津市昭和園１０番１号
大阪府摂津市鶴野３－３－２５
大阪府摂津市鶴野４－１０６
大阪府摂津市鳥飼本町２－１１－１５
大阪府摂津市鳥飼本町３丁目１－３５－１０６
大阪府摂津市鳥飼本町４丁目１番２２号
大阪府摂津市鳥飼八防１丁目１８番７号
大阪府摂津市鳥飼上３－５－３
大阪府摂津市鳥飼上２丁目１－１４
大阪府摂津市鳥飼上３丁目２番１７号
大阪府摂津市鳥飼上５丁目３番６号
大阪府摂津市鳥飼銘木町２番２９号
大阪府摂津市鳥飼中３－４－４１
大阪府摂津市鳥飼新町１－１－２０
大阪府摂津市鳥飼下３－２７－１９
大阪府摂津市鳥飼下３－５４－２９
大阪府摂津市鳥飼西５－４－１５
大阪府摂津市鳥飼西４丁目２２番２号
大阪府泉南市泉州空港南一番地
大阪府泉南市信達市場１５８１－１
大阪府泉南市樽井９－１４－２８
大阪府大東市御供田４丁目１６２番地１
大阪府大東市灰塚４丁目９番２５号
大阪府大東市新田北町４－５０
大阪府大東市氷野３－１３－１５
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電話番号
072-278-1200
072-278-2720
072-243-7073
072-244-0250
072-244-3366
072-244-8903
072-241-4804
072-244-7085
072-262-6884
072-268-3370
072-273-6232
072-239-3227
072-298-4304
072-284-1122
072-297-1202
072-298-1000
072-293-5566
072-362-8191
072-363-5320
072-362-2885
072-362-2326
072-369-0010
0743-71-0008
072-878-7881
072-807-5915
06-6368-3599
06-6310-9616
06-6338-8564
06-6384-3620
06-6385-9551
06-6337-8111
06-6387-5558
06-6876-2031
06-6878-0871
06-6876-8597
06-6871-1881
072-650-5700
072-633-0614
072-652-0380
072-638-2626
072-654-2341
072-653-4533
072-654-1101
072-654-0101
072-654-1481
072-653-7310
080-5451-9070
072-654-0003
072-653-4571
072-650-1167
072-654-5001
072-679-1181
072-678-0005
072-653-4422
072-654-5937
072-456-5781
072-482-8415
072-485-0893
072-872-9991
072-871-4497
072-871-7888
072-875-3807

市区郡名

高石市

高槻市

豊中市

富田林市

事業所名

住所

有限会社ネットワークエキスプレス 本社
株式会社陽光 大阪物流センター
菱華運輸株式会社 大阪支店
南大阪いづみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社エネックス 関西支店
丸全関西物流株式会社 ＤＩＣ堺営業所
ヤマト運輸株式会社 泉大津支店
菱自運輸株式会社 高槻営業所
近畿いづみ運輸株式会社 高槻営業所
シンヨウ倉庫運輸株式会社 本社営業所
トーエイ物流株式会社 大阪支店
株式会社岡山物流 大阪営業所
グリーン物流株式会社 本社営業所
協成産業株式会社 本社営業所
関西急送株式会社 大阪支店
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
イヌイ運送株式会社 西大阪営業所
株式会社ロイヤルコーポレーション 本社営業所
株式会社ネットワークコーポレーション 本社営業所
西濃運輸株式会社 豊中支店
タナカ物流株式会社 豊中営業所
有限会社大栄梱包物流倉庫 豊中営業所
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 関西为管支店
ヤマト運輸株式会社 豊中本町センター
株式会社ヨロズ物流 本社営業所
丸鉄運送株式会社 本社営業所
株式会社キヨシン 富田林営業所
ヤマト運輸株式会社 富田林支店

寝屋川市

羽曳野市
東大阪市

盛進通商株式会社 本社営業所
本州運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 富田林錦織支店
ヤマト運輸株式会社 寝屋川国松センター
中鋼運輸株式会社 大阪営業所
福山通運株式会社 寝屋川支店
多摩運送株式会社 大阪営業所
互栄倉庫運輸株式会社 本社
港大宝運輸株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 羽曳野支店
株式会社カイウン 楠根営業所
三晃運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪楠根センター
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 東大阪営業所
日の出運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪長田センター
ヤマト運輸株式会社 東大阪荒本西センター
株式会社大西運送エクスプレス 本社営業所
株式会社西尾運送 本社営業所
株式会社ＭＬＮ 東大阪共配センター
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
株式会社アサヒセキュリティ 大阪警送
本山運輸株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 布施営業所
株式会社サン・エキスプレス 大阪営業所
いちかわ倉庫株式会社 河内営業所
大阪トラック運送株式会社 大阪営業所
上之段運輸株式会社 加納営業所
興栄運輸株式会社 本社営業所
愛知車輌興業株式会社 東大阪営業所
室山運輸株式会社 大阪営業所
今川運送株式会社 本社営業所

大阪府大東市御領３丁目８７５番地
大阪府大東市御領３－７－５
大阪府高石市高砂１－１
大阪府高石市高砂２丁目２－７
大阪府高石市高砂３丁目４３番地
大阪府高石市高砂１－３
大阪府高石市取石６－１３３－１８
大阪府高槻市井尻２丁目１３－１
大阪府高槻市大塚町１－１－９
大阪府高槻市唐崎南２丁目２番１号
大阪府高槻市唐崎１２８０番地
大阪府高槻市西面北１丁目７－１
大阪府高槻市西面北２丁目１９番１号
大阪府高槻市柱本５丁目７番１０号
大阪府高槻市原８９１－４
大阪府豊中市立花町３丁目７番１６号
大阪府豊中市箕輪３丁目４０－３
大阪府豊中市庄内宝町３－２－１
大阪府豊中市庄内宝町１丁目５－１
大阪府豊中市名神口１－５－２
大阪府豊中市名神口１－６２－１
大阪府豊中市上津島三丁目十番三号
大阪府豊中市利倉２丁目６－２０
大阪府豊中市走井２－９－１
大阪府豊中市勝部３丁目５－３１
大阪府富田林市中野町２丁目５４０－１
大阪府富田林市若松町２－４－２９
大阪府富田林市若松町１－３－１０
大阪府富田林市中野町西２丁目７６番１号、２－７５－
１
大阪府富田林市甲田３丁目２－３１
大阪府富田林市錦織南１丁１３－８
大阪府富田林市錦織東１丁目２０番３号
大阪府寝屋川市国松町１－１
大阪府寝屋川市池田３丁目６－２１
大阪府寝屋川市豊里町３７の３０
大阪府寝屋川市萱島東３－２４－１２
大阪府寝屋川市楠根北町２－１０
大阪府羽曳野市古市６丁目９番８号
大阪府羽曳野市島泉８－１４７－１
大阪府東大阪市楠根２丁目８８番地
大阪府東大阪市楠根２－４－１１
大阪府東大阪市楠根１丁目６０番地
大阪府東大阪市長田東３丁目５番６号
大阪府東大阪市長田３丁目３番２０号
大阪府東大阪市長田２丁目９９番２
大阪府東大阪市荒本西３丁目６６番
大阪府東大阪市御厨東２丁目１３番３８号
大阪府東大阪市川俣１－１８－５
大阪府東大阪市高井田中３丁目２－５
大阪府東大阪市高井田中２丁目５番３３号
大阪府東大阪市高井田中３－４－４
大阪府東大阪市高井田西３丁目７－５
大阪府東大阪市渋川町３丁目１０番２８号
大阪府東大阪市寿町３－２１－３
大阪府東大阪市岸田堂西２丁目１１番２１号
大阪府東大阪市加納１丁目６番１１号
大阪府東大阪市加納５丁目１番２１号
大阪府東大阪市加納７丁目２０番３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５丁目１番８号
大阪府東大阪市加納３丁目１３－２９
大阪府東大阪市今米１－１４－４６

6／8 ページ

電話番号
072-806-1188
072-875-0500
072-268-1991
072-268-3450
072-268-3970
072-268-1226
072-272-5361
072-669-1155
072-676-0531
072-678-2121
072-679-2112
072-678-3703
072-679-1500
072-629-8377
072-689-5046
072-784-0257
06-6848-2920
06-6331-1254
06-4867-9313
06-6862-5849
06-4802-3014
06-6867-5180
06-6867-5900
06-6841-1061
06-6840-5810
0721-24-8927
0721-25-2747
0721-35-2700
0721-25-5290
0721-72-7455
0721-23-2341
0721-20-4085
080-5068-1000
072-826-5186
072-826-3571
072-822-8621
072-824-1555
072-950-5510
072-954-6192
06-6968-1651
06-6745-1526
080-5068-2494
06-4309-2288
06-6981-2650
080-5045-2964
080-5045-2958
06-6788-5551
06-6782-3349
06-6618-7722
06-6783-0680
06-6787-2255
06-6785-5286
06-6727-1001
06-4802-3021
06-6736-0251
072-962-8201
072-871-8413
072-870-7290
072-870-7300
072-869-5081
0729-61-8222
072-964-0008

市区郡名

事業所名

住所

日本通運株式会社 東大阪航空貨物センター
ミフネトランスポート株式会社 大阪営業所
カンダコーポレーション株式会社 東大阪営業所
有限会社西川商店 本社営業所
第一貨物株式会社 大阪支店
株式会社廣和物流 本社営業所
株式会社カイウン 本社営業所
信州名鉄運輸株式会社 大阪支店
和歌山名鉄運輸株式会社 大阪支店
新潟運輸株式会社 大阪支店
株式会社樋口物流サービス 本社営業所
愛知陸運株式会社 関西支店
東栄運送株式会社 本社営業所
株式会社サンコー運輸 東大阪営業所
株式会社松元サービス 東大阪営業所
京阪神流通株式会社 東大阪営業所
小田運輸株式会社 本社営業所
小田高速運輸株式会社 本社営業所
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
丸協運輸開発株式会社 本社営業所
山田運送株式会社 本社営業所
株式会社コンシェルジュ 東大阪営業所
有限会社シンク大阪 本社
山口運送株式会社 本社
西中運送株式会社 本社営業所
株式会社藤元産業 本社営業所
枚方市

藤井寺市
松原市

箕面市
守口市
八尾市

泉北郡

協同運輸株式会社 枚方営業所
高尾運輸興業株式会社 本社営業所
姫路合同貨物自動車株式会社 枚方営業所
ケイユウロジスティクス株式会社 本社営業所
大阪通商株式会社 枚方事業所
コフジ物流株式会社 本社営業所
ドゥベスト株式会社 大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 枚方長尾谷支店
ジャパンフーズ物流株式会社 関西営業所
株式会社サカイ引越センター 枚方支社
日本通運株式会社 シャープ藤井寺物流センター
大阪急送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 松原支店
近畿合通株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 松原支店
畑中運輸建設株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 千里中央センター
株式会社谷山運送 本社
フットワークエクスプレス株式会社 東大阪支店営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾中田センター
株式会社コンシェルジュ 八尾営業所
神原運輸株式会社 本社営業所
明治運送株式会社 本社
飯田物流株式会社 本社営業所
新興運輸株式会社 本社営業所
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
福山通運株式会社 八尾支店
エス・エム・ケイ株式会社 本店営業所
有限会社やよい物流サービス 本社営業所
株式会社山里物流サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八尾東山本新町センター
関西建設運輸株式会社 本社営業所

大阪府東大阪市角田１丁目１２番２８号
大阪府東大阪市古箕輪１－３－５
大阪府東大阪市水走３丁目６番２５号
大阪府東大阪市水走３－６－１ グランピア吉田１－Ｅ
号室
大阪府東大阪市水走２丁目３番２３号
大阪府東大阪市水走１丁目１７番３９号
大阪府東大阪市水走１丁目１８番２８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１－４３ 東大阪トラックターミ
ナル８号棟
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市本庄１－１２－１０
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０
大阪府東大阪市南鴻池町１－１－１３
大阪府東大阪市新庄４丁目１２－２４
大阪府東大阪市本庄西３丁目９－１３
大阪府東大阪市東鴻池町１－８－３０
大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号
大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号
大阪府東大阪市東鴻池町２－３－２７
大阪府東大阪市東鴻池町３丁目５－２０
大阪府東大阪市西石切町２丁目１０番４４号
大阪府東大阪市西石切町４丁目６－２９
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５丁目２９１１－１
大阪府東大阪市鷹殿町１７－１７
大阪府東大阪市南四条町２－２３
大阪府東大阪市池島町１丁目５番２８号
大阪府枚方市中宮大池１－１－１ （株）クボタ枚方製
造所構内
大阪府枚方市池之宮４丁目７番２１号
大阪府枚方市長尾家具町３丁目７番地の３
大阪府枚方市長尾家具町二丁目９番地の１
大阪府枚方市長尾家具町４－１８－６５
大阪府枚方市春日西町３丁目４５－１
大阪府枚方市春日北町２－３３－１
大阪府枚方市長尾谷町１丁目６２－１
大阪府枚方市招提田近２丁目３－７
大阪府枚方市招提元町４－３
大阪府藤井寺市津堂４丁目４３５番地
大阪府藤井寺市惣社１－１０－１０
大阪府松原市一津屋３－３－１１
大阪府松原市丹南３丁目２番３３号
大阪府松原市三宅中６－８５５、８５６－１
大阪府箕面市粟生間谷西３丁目２３－１０
大阪府箕面市今宮２丁目６７番１
大阪府守口市東郷通２丁目１４番１８号
大阪府八尾市西高安町４丁目７１番
大阪府八尾市中田３丁目６０
大阪府八尾市太田新町９－８７－１
大阪府八尾市南太子堂４丁目４－３７
大阪府八尾市南太子堂５－４－３４
大阪府八尾市陽光園１丁目１番２２号
大阪府八尾市老原７丁目８８－１
大阪府八尾市楠根町２－４９－４
大阪府八尾市楠根町２丁目５５番１
大阪府八尾市福栄町２丁目３０番地
大阪府八尾市上之島町南２－８６
大阪府八尾市水越１－４－１
大阪府八尾市水越１－４－１
大阪府八尾市東山本新町１丁目２１番１
大阪府泉北郡忠岡町新浜１－１－５
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電話番号
072-965-5771
072-965-3051
072-960-0711
072-961-5381
072-966-8550
072-960-8123
06-6968-1651
06-6747-7331
06-4309-3771
06-6747-5162
072-966-7853
06-6747-6171
06-6744-3472
072-968-2071
06-6748-9100
072-965-8735
06-6745-1111
06-6745-2003
072-968-2311
072-961-0433
072-985-2751
072-980-4031
072-980-8478
072-988-2710
072-985-5444
072-985-2021
072-980-5511
072-847-9970
072-805-9111
072-851-0011
072-856-0637
072-851-1214
072-859-2135
072-808-3477
080-5481-5315
072-867-3722
072-809-6633
072-320-9100
072-939-7272
06-4802-3025
072-330-5531
072-331-2587
072-729-2197
072-749-3933
06-6996-1633
072-923-0801
080-5045-1205
072-920-0106
072-999-6233
072-925-6211
072-923-6081
072-928-0010
072-999-5304
080-5045-1226
072-996-6561
072-999-9229
072-940-3631
072-940-3651
080-5045-7586
072-439-2415

市区郡名
三島郡
南河内郡

事業所名
株式会社みなせ 本社営業所
南和商事株式会社 本社営業所
有限会社幸重機工業 本社営業所
有限会社興昌商会 本社営業所

住所
大阪府三島郡島本町高浜２－１０３－１
大阪府南河内郡太子町大字春日１２００－１２ （以
下、発送物送付先に追加！！）松井ハイツＡ－１０２号
大阪府南河内郡太子町聖和台１丁目１番地の２２
大阪府南河内郡河南町寺田１８４－３
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電話番号
075-963-4353
0721-98-6558
0721-98-5005
0721-93-6170

