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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
大阪市 ヤマト運輸株式会社 阿倍野支店 大阪府大阪市阿倍野区昭和町４丁目１番地１、３６ 06-6623-0706

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

吉川輸送株式会社 港営業所 大阪府大阪市港区海岸通３丁目４番７７号 06-6572-2861

株式会社ハナワトランスポート 大阪営業所 大阪府大阪市港区波除６－３－２ 06-7731-5511

株式会社香南運輸 本社営業所 大阪府大阪市港区波除６－３－２７ 06-6584-6358

株式会社マウス 本社 大阪府大阪市港区波除６丁目５番５号 06-6586-5047

日本郵便輸送株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎１－３－３０ 06-6571-8171

トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所第二 大阪府大阪市港区福崎２－１－８２ 06-6599-0030

トランコムＤＳ株式会社 大阪営業所第三 大阪府大阪市港区福崎２－１－８２ 06-6599-0030

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

ＫＢＬＩＮＥ株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市港区福崎２丁目１番３６号 06-6573-8371

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

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３－１－１８８ 06-6460-7755

佐川急便株式会社 関西航空営業所 大阪府大阪市港区福崎３丁目１－７７ 06-6572-1200

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

カネミ運送株式会社 本社営業所 大阪府大阪市港区夕凪２丁目１番１８号 06-6576-0623

株式会社井元商会 本社営業所 大阪府大阪市此花区桜島三丁目２番３２号 06-6460-2344

野田運送株式会社 大阪物流センター 大阪府大阪市此花区常吉２－１１－４５ 06-6464-2571

内外運輸株式会社 本社営業所 大阪府大阪市此花区島屋２－７－２０ 06-6468-2181

関西油送株式会社 本社営業所 大阪府大阪市此花区島屋３丁目１０番４１号 06-6468-2251

日本郵便輸送株式会社 新大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８ 06-6466-2477

佐川急便株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市此花区島屋４丁目４番５１号 06-6460-1111

豊商運送株式会社 本社営業所 大阪府大阪市此花区梅香２－７－３ 06-6498-6302

大阪内外液輸株式会社 本社営業所 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番３号 06-6468-4501

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

株式会社エヌ・シー物流 北港営業所 大阪府大阪市此花区北港２－３－１ 06-6467-5440

塩飽運輸有限会社 北港営業所 大阪府大阪市此花区北港２丁目１番６７号 06-6468-6721

鴻池運輸株式会社 大阪北港定温流通センター営業所 大阪府大阪市此花区北港白津１丁目１番１９，１番２０ 06-6467-1775

ＡＳＫＵＬ　ＬＯＧＩＳＴ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

有限会社高原運送店 本社営業所 大阪府大阪市住吉区南住吉３－１－２０ 06-6692-2144

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 06-7175-8288

丸二倉庫株式会社 運送部ＳＢＬ 大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号 06-6682-7101

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

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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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社ランドネット 本社営業所 大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番７１号 06-4702-8916

都運輸株式会社 本社 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１番７７号 06-6681-3328

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１－７２ 06-6612-1951

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 06-6612-1046

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 06-6612-1700

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

日通トランスポート株式会社 大阪南港支店 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０ 06-6612-7213

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４－１０－１０８ 06-6615-1515

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

株式会社エスラインギフ 大阪南営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 06-6612-4101

三信運輸株式会社 南港 大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９ 06-6613-6881

株式会社大運 国内部 大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９ 06-6613-3911

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４－７－３４ 06-6612-0721

株式会社ＮＢＳロジソル 大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４－９－２６ 06-6613-4078

株式会社阪急阪神ロジパートナーズ 南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１－９３ 06-6614-7077

株式会社ロジパルエクスプレス 大阪南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１番１６号 06-6614-7355

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丁目５番１６号 06-6614-3631

コーナン物流株式会社 本社営業所 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６番９号 06-6616-6400

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丁目２番８４号，１１６
号

06-6612-3818

鴻池運輸株式会社 陸運南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８ 06-6612-1980

三浦運送株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－１７ 06-6612-2710

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丁目２－１９４ 06-6613-7015

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１番８ 06-6571-5630

内畑運送株式会社 南港営業所 大阪府大阪市住之江区南港南２丁目３番４４号 06-6612-2255

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

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

木津運送株式会社 本社 大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３９号 06-4702-1100

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

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

株式会社コウヘイ運輸 本社 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目４番１４号 06-4702-6668

名正運輸株式会社 住之江営業所 大阪府大阪市住之江区平林北二丁目６番１５号 06-6683-0027

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

株式会社フレックス 本社営業所 大阪府大阪市生野区林寺６－７－３１ 06-6713-8670

株式会社共立陸運 本社 大阪府大阪市西区川口２－７－３３ 06-6583-6400

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
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

株式会社二村運送店 本社営業所 大阪府大阪市西成区津守３－８－５７ 06-6661-2409

株式会社阪和運送店 本社営業所 大阪府大阪市西成区津守３丁目８番５７号 06-6661-2409

大和物流株式会社 大阪南支店 大阪府大阪市西成区南津守２丁目１番９５号 06-6659-8260

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

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

有限会社北急物流サービス 本社 大阪府大阪市西淀川区大野１丁目６番１９号 06-6472-3659

テック物流株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１０番１２号 06-6379-3551

大和物流株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目５－２４ 06-6476-3036

関西郵便逓送株式会社 大阪 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目６－１ 06-6478-0880

誠幸運輸倉庫株式会社 本社営業所 大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８ 06-6475-6310

アートコーポレーション株式会社 西大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区佃４－６－２３ 06-6475-0123

新井運送株式会社 本社営業所 大阪府大阪市西淀川区佃６－４－１３ 06-6471-2102

レンゴーロジスティクス株式会社 西部引越センター 大阪府大阪市西淀川区佃７丁目１番２４号 06-6478-8880

ヤマト運輸株式会社 西淀川福町センター 大阪府大阪市西淀川区福町１丁目３２番地１ 06-6476-5785

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

鴻池運輸株式会社 陸運大阪営業所 大阪府大阪市大正区小林西１－１３－１ 06-6556-3321

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

株式会社ＴＮ商会 本社 大阪府大阪市大正区小林東三丁目７番１８号 06-6555-8878

東亜貨物株式会社 大阪 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番１の９ 06-6552-3131

坂本梱包有限会社 本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番２７号 06-6553-0205

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

大陽運輸株式会社 本社営業所 大阪府大阪市大正区南恩加島５－１－６ 06-6552-6351

藤鋼運株式会社 本社 大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目８番７４号 06-6553-4189

東江物流株式会社 本社 大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目５番４１号 06-6554-5001

福山通運株式会社 大阪船場支店 大阪府大阪市中央区南船場１－４－３３ 06-6262-1221

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

トランコムＤＳ株式会社 鶴見営業所 大阪府大阪市鶴見区今津北５－３－１８ 06-6599-0030

トナミ運輸株式会社 大阪中央支店 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目１５１ 06-6915-1073

ヤマト運輸株式会社 上町支店 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町３番１９号 06-6776-7450

都島富太運送株式会社 本社営業所 大阪府大阪市都島区御幸町２－６－２３ 06-6923-0181

ヤマト運輸株式会社 都島支店 大阪府大阪市都島区毛馬町５－１－６ 080-5045-1350

アートコーポレーション株式会社 大阪中央 大阪府大阪市都島区網島町８－１６ 06-6881-0123

ヤマト運輸株式会社 天王寺支店 大阪府大阪市東住吉区今林４－８－１，２，３，４ 06-6795-5400

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
ヤマト運輸株式会社 東住吉矢田センター 大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目１０－２４ 06-6760-7371

佐川急便株式会社 深江営業所 大阪府大阪市東成区深江北２－７－３ 06-6974-1888

丸作運輸倉庫株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市東成区深江北３丁目９番３０号 06-4259-8820

大裕重量運輸株式会社 本社営業所 大阪府大阪市東成区大今里西２－２－１３ 06-6971-5027

平岩運輸株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市平野区加美東７丁目３－２ 06-6791-3492

株式会社大阪トラック 本社営業所 大阪府大阪市平野区加美南２－３－１８ 06-6791-0251

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

ヤマト運輸株式会社 平野長原支店 大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目６番４号 06-6790-5110

大阪平岩運輸有限会社 本社営業所 大阪府大阪市平野区平野南３丁目２番２６号 06-6701-1212

新運輸株式会社 大阪本社営業所 大阪府大阪市平野区平野馬場１－１３－１ 06-6794-6001

西濃運輸株式会社 平野営業所 大阪府大阪市平野区平野馬場２－３－３６ 06-6702-1048

林運送株式会社 本社 大阪府大阪市北区長柄西２－２－１１ナカタビル３Ｂ 06-6351-5060

宮坂産業株式会社 本店 大阪府大阪市北区豊崎１－１１－２５ 06-6371-2787

株式会社大松土建 本社 大阪府大阪市北区本庄東２－１０－１５ 06-6474-0597

ヤマト運輸株式会社 淀川十三支店 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目４－１３ 06-6309-3990

ヤマト運輸株式会社 桜川センター 大阪府大阪市浪速区桜川２－２－１１ 06-6563-1552

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

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

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

池田市 株式会社カド 池田営業所 大阪府池田市空港１丁目１３－１ 06-4865-6066

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

石下運輸株式会社 大阪南支店営業所 大阪府和泉市浦田町２３４－１ 0725-51-0253

山陽自動車運送株式会社 大阪南 大阪府和泉市国分町１５９８番３９ 0725-90-2310

新興物流株式会社 本社営業所 大阪府和泉市春木川町３４番地の２ 0725-53-5711

新星運輸株式会社 本社営業所 大阪府和泉市池上町４丁目１３番５２号 0725-43-4747

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５－３２ 072-468-6521

富士運輸株式会社 関西空港支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７ 072-458-2322

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２－２ 072-463-6706

平野カーゴ株式会社 関西支店 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２１ 072-463-7455

サザントランスポートサービス株式会社 りんくう営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北５－１ 072-469-0854

日本空輸株式会社 関西空港センター営業所 大阪府泉佐野市りんくう往来北５－６ 072-458-2381

トナミ運輸株式会社 泉佐野支店 大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目８６８－１７ 072-469-1901

髙山運輸株式会社 本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町１１－８，８－１９ 072-464-4625

紀泉運送株式会社 本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町５－７ 072-462-1541

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社リープラインロジスティクス 本社営業所 大阪府泉佐野市住吉町５番１号 072-493-9323

株式会社清丸運輸 本社営業所 大阪府泉佐野市上之郷３１７９－１ 072-467-4877

泉大津市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 泉大津営業所 大阪府泉大津市汐見町１０４番地 0725-23-8011

松堂運輸株式会社 本社営業所 大阪府泉大津市汐見町９８ 0725-33-0201

有限会社マネックス 本社営業所 大阪府泉大津市汐見町９８ 0725-33-0725

南開物流株式会社 本社営業所 大阪府泉大津市昭和町１６－１ 0725-20-5666

新栄陸運株式会社 大阪営業所 大阪府泉大津市新港町１ 072-528-3577

鶴丸運輸株式会社 本社 大阪府泉大津市新港町１５ 0725-20-6553

向洋運輸株式会社 本社営業所 大阪府泉大津市臨海町１丁目１５番２ 072-521-2117

茨木市 ヤマト運輸株式会社 茨木横江センター 大阪府茨木市横江１丁目１５番１１号 080-6604-9952

株式会社アルファライン 本社営業所 大阪府茨木市横江１丁目２１番１号 072-637-2234

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

星和ロジテム株式会社 本社 大阪府茨木市横江２丁目４番６３号 072-630-0088

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

トナミ運輸株式会社 北大阪支店 大阪府茨木市宮島２－５－１ 072-632-8282

九州西濃運輸株式会社 北大阪支店
大阪府茨木市宮島２－５－１　北大阪トラックターミナ
ル６号棟

072-632-8222

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

089-905-9035

三豊運送株式会社 北大阪営業所 大阪府茨木市宮島２丁目５番１号 0726-36-1641

株式会社しん運送 本社営業所 大阪府茨木市五十鈴町１４－３１ 072-633-9446

石下運輸株式会社 大阪支店営業所 大阪府茨木市宿川原町４番１１号 072-643-5054

株式会社エヌティロジスティクス 大阪営業所 大阪府茨木市小柳町１３番１７号 072-657-8491

株式会社ウサ美物流 本社営業所 大阪府茨木市小柳町１３番２７号 072-637-3110

ホンダ運送株式会社 近畿事業所　茨木センター 大阪府茨木市上穂東町３－１９ 072-626-1237

ヤマト運輸株式会社 茨木新庄センター 大阪府茨木市新庄町３番２７号 080-6604-9948

ヤマト運輸株式会社 茨木南支店 大阪府茨木市新堂２－４８０－１，４８１－１ 080-5045-1320

有限会社扶桑物流 大阪営業所 大阪府茨木市新堂三丁目２番１９号 072-652-0318

池田興業株式会社 大阪支店 大阪府茨木市西河原２－２１－１２ 072-624-2244

株式会社ハセコン運輸 本社営業所 大阪府茨木市太田３－１－６ 072-622-2714

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

有限会社井上運送 茨木 大阪府茨木市島１丁目２１－２６ 072-630-1057

西濃エキスプレス株式会社 大阪営業所 大阪府茨木市島４－２４－１７ 072-633-3001

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

西多摩運送株式会社 大阪営業所 大阪府茨木市東安威１－１８－１０ 072-643-6645

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

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
東洋メビウス株式会社 茨木支店 大阪府茨木市東宇野辺町１－８１ 072-626-6706

中央運輸株式会社 大阪営業所 大阪府茨木市藤の里２－１５－８ 072-640-3601

株式会社ハンワ 本社 大阪府茨木市南目垣２丁目５番３８号 072-638-8080

株式会社岡本運輸 本社営業所 大阪府茨木市平田一丁目６番７号 072-678-0597

貝塚市 久米田運送株式会社 本社営業所 大阪府貝塚市浦田１０１ 072-431-2233

トールエクスプレスジャパン株式会社 貝塚支店 大阪府貝塚市港１７－８ 0724-31-1721

岡田運送株式会社 本社営業所 大阪府貝塚市港７番地 072-432-3500

有限会社丸義運送 本社営業所 大阪府貝塚市三ツ松２２９５番地の４ 072-446-3696

株式会社ＫＴＬ 本社 大阪府貝塚市二色中町１０－２ 072-429-2200

日軽物流株式会社 大阪営業所 大阪府貝塚市二色北町１－１７ 072-430-5106

小山運送株式会社 本社営業所 大阪府貝塚市半田３丁目７番８号 072-431-2684

交野市 株式会社引越社関西 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

株式会社引越社関西 阪奈 大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１ 072-893-3761

ヤマト運輸株式会社 交野支店 大阪府交野市星田北５－４５７１－１ 080-5045-1048

河内長野市 河内長野貨物運送株式会社 本社営業所 大阪府河内長野市原町１丁目１９番３号 0721-52-3330

丸長運送株式会社 河内長野営業所 大阪府河内長野市上原西町６番２０号 0721-54-2845

株式会社イズミサービス 本社営業所 大阪府河内長野市野作町１４番２１号２Ｆ 0721-50-0800

門真市 大阪センコー運輸株式会社 寝屋川 大阪府門真市島頭３丁目２３－３４ 072-887-0016

株式会社ネットワーク 本社営業所 大阪府門真市ひえ島１８５番地 072-885-5980

豊龍運輸有限会社 本社営業所 大阪府門真市下島町２１－９ 072-883-2889

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

株式会社エー・アイ・コーポレーション 本社 大阪府門真市江端町７番１０号 072-887-7881

大阪近交運輸倉庫株式会社 本社 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号 072-882-9100

滋賀近交運輸倉庫株式会社 大阪支店 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号 072-885-0330

株式会社つばめ急便 門真営業所 大阪府門真市三ツ島５丁目６番６号 072-885-4151

株式会社小泉運送 大阪営業所 大阪府門真市三ツ島６－２１－４ 072-887-4501

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

株式会社ジー・ジェイ・エクスプレス 大阪営業所 大阪府門真市常盤町３番３号１０４号室 072-885-5353

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

門真陸運株式会社 本社 大阪府門真市北岸和田２丁目３－１４ 072-883-2400

岸和田市 内畑運送株式会社 岸和田営業所 大阪府岸和田市加守町２丁目１１－３ 072-479-0824

株式会社関西通商 本社 大阪府岸和田市三田町１３５８番地の１ 0725-45-3303

北海運輸株式会社 本社営業所 大阪府岸和田市新港町１０－２２（２階） 072-436-1523

有限会社北星運輸 本社営業所 大阪府岸和田市新港町１０－３３ 072-436-1594

株式会社丸玉運送 大阪営業所 大阪府岸和田市新港町６番２・３ 072-429-1700

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社ゴトー物流 本社営業所 大阪府岸和田市新港町７－４ 072-433-0510

アートコーポレーション株式会社 南大阪 大阪府岸和田市土生町２－９－７ 072-437-0123

株式会社ケーシーエス 本社営業所 大阪府岸和田市尾生町１６４９－１ 072-443-8723

諸星運輸株式会社 岸和田 大阪府岸和田市木材町４－１ 072-437-9126

光照運輸株式会社 本社 大阪府岸和田市臨海町１８番地 072-439-0371

物流ネットワーク関西株式会社 岸和田営業所 大阪府岸和田市臨海町１８番地 072-436-8841

堺市 株式会社丸運 堺物流センター 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５ 072-229-8871

大田貨物運送株式会社 本社営業所 大阪府堺市堺区海山町３丁１４７番地 072-238-0061

アオキ物流株式会社 本社営業所 大阪府堺市堺区海山町５丁１９７番 072-224-8824

株式会社中川工業所 堺営業所 大阪府堺市堺区出島西町１番地 06-6409-0127

山九株式会社 大阪鉄鋼支店 大阪府堺市堺区松屋町１丁６番地７ 072-238-3941

サザントランスポートサービス株式会社 堺営業所 大阪府堺市堺区神南辺町１－４５－１ 072-228-8818

ブルーエキスプレス株式会社 本社営業所 大阪府堺市堺区大浜西町１０番地 072-229-3963

株式会社ロジメディカル 大阪営業所 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１５５ 072-282-6735

トナミ運輸株式会社 南大阪支店 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地 072-228-1326

株式会社ハードゥン 大阪営業所 大阪府堺市堺区北波止町４２－１９ 072-221-0215

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

株式会社関西トランスポート 本社営業部 大阪府堺市西区草部４３０－１ 072-273-4915

小林運輸株式会社 本社 大阪府堺市西区築港新町１－５－１１ 072-243-6439

堀田運送株式会社 大阪営業所 大阪府堺市西区築港新町３丁１４番１ 072-280-0801

富久屋運送株式会社 本社営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町東３－６－３４ 072-244-7085

セイノースーパーエクスプレス株式会社 堺営業所 大阪府堺市西区浜寺船尾町東１丁１１４ 072-262-0600

株式会社アストライン 堺営業所 大阪府堺市西区浜寺船尾町東２－２３５ 072-266-0055

株式会社セントウエス 本社営業所 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１１８ 072-266-0088

大阪平岩運輸有限会社 堺営業所 大阪府堺市石津西町１６番地 072-241-4804

株式会社フジライン 本社営業所 大阪府堺市中区見野山２０９ 072-239-2801

株式会社アスト中本 本社営業所 大阪府堺市中区小阪西町１－１ 072-279-1200

和光運輸株式会社 堺営業所 大阪府堺市中区土塔町１４８番５ 072-239-1101

泉本運輸倉庫株式会社 本社 大阪府堺市中区伏尾３７３番地 072-277-6500

株式会社朋友 本社 大阪府堺市中区平井８３４番 072-296-7771

株式会社フジラインエキスプレス 本社 大阪府堺市南区宮山台３－１－２２－４０９ 072-239-3227

株式会社ケイエスシイ 本社営業所 大阪府堺市南区庭代台４丁７番１５号 072-293-5566

株式会社カントラロジ 美原営業所 大阪府堺市美原区平尾２３２５番地 072-362-1261

株式会社ディーエム企画 本社 大阪府堺市美原区木材通４丁目１２０４－１５ 072-287-0513

アートコーポレーション株式会社 堺支店 大阪府堺市北区中百舌鳥町１－２４９ 072-257-0123

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 7／13　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）
株式会社引越社関西 港 大阪府堺市北区北花田町４丁１０６番地１６ 0722-53-9290

四條畷市 豊栄運輸倉庫株式会社 本社 大阪府四條畷市蔀屋新町７－１２ 072-878-7881

株式会社青山本店関西 本社営業所 大阪府四條畷市米崎町２０番３０号 072-636-1160

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 080-3621-1320

大阪北運輸株式会社 大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼上２丁目２番１８号 072-653-0500

ヤマト運輸株式会社 摂津鳥飼上センター 大阪府摂津市鳥飼上３丁目２番１７号 080-5451-9070

山本通商株式会社 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４－３－４４ 072-653-2570

株式会社イージーエスライン 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼上４丁目１１番７号 072-653-7417

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

田中運送株式会社 本社 大阪府摂津市鳥飼上５丁目６－３０ 072-654-4180

成美運輸株式会社 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼西３丁目１１－１ 072-653-0801

関西陸運株式会社 北大阪営業所 大阪府摂津市鳥飼西４－２２－２ 072-654-5937

株式会社シンワ・アクティブ 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９ 072-654-0172

大阪北陸急配株式会社 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼中２丁目５番２１号 072-653-8433

明雪運輸株式会社 摂津 大阪府摂津市鳥飼中３－１－３２　２階 072-653-2800

株式会社桑原サービス 摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼中３丁目２－４０ 072-653-1700

中国陸運株式会社 大阪営業所　摂津センター 大阪府摂津市鳥飼中３丁目７番１６号 072-646-8122

株式会社オー・エス・エス 大阪直配センター 大阪府摂津市鳥飼本町３－１－３５－１０６ 072-653-4533

オオヨド急運株式会社 摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼本町３丁目７番１０号 072-654-0766

株式会社永尾運送 摂津 大阪府摂津市鳥飼本町４－５－８ 075-654-1414

株式会社Ｍ・Ｊトランスポート 本社営業所 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２９号 072-653-1563

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

中央陸運株式会社 摂津営業所 大阪府摂津市鳥飼銘木町２番地２９号 072-654-8709

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

ヤマト運輸株式会社 摂津鶴野センター 大阪府摂津市鶴野３丁目３番２０号 080-6604-5069

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

株式会社合通 北大阪配送センター 大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号 072-652-2530

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

株式会社エスラインギフ 摂津営業所 大阪府摂津市東別府３－６６７－３ 06-6349-7123

泉南市 豊隆運輸有限会社 本社営業所 大阪府泉南市信達大苗代１２８１－１ 072-480-5660

福泉運送有限会社 本社営業所 大阪府泉南市樽井７－２３－１４ 072-483-4704

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

藤久運輸倉庫株式会社 大阪営業所 大阪府大東市新田北町４－４７ 072-872-1563

株式会社オーティーロジサービス 本社 大阪府大東市新田北町４番５０号 072-873-1234

アートコーポレーション株式会社 本社営業所 大阪府大東市泉町２－１４－１１ 072-874-0123

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 8／13　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）
ヤマト運輸株式会社 大東支店 大阪府大東市太子田３－２６ 080-5045-1273

摂津倉庫株式会社 本社営業所 大阪府大東市南新田１丁目３番１３号 072-870-7055

株式会社エトワス 大東営業所 大阪府大東市南新田１丁目３番１３号 072-870-7055

高石市 菱華運輸株式会社 大阪支店 大阪府高石市高砂１－１ 072-268-1991

ロジトライ関西株式会社 堺事業所
大阪府高石市高砂１－１　ＥＮＥＯＳグローブ株式会社
大阪ガスターミナル内

072-269-2888

吉川輸送株式会社 高石営業所 大阪府高石市高砂１丁目１１番地１ 072-268-0455

南大阪いづみ運輸株式会社 本社営業所 大阪府高石市高砂２丁目２番７号 072-268-3450

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

有限会社Ｉ．Ｓトータルサービス 本社 大阪府高石市取石５丁目９－２ 072-260-5661

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

高槻市 菱自運輸株式会社 高槻営業所 大阪府高槻市井尻２－１３－１ 072-669-1155

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

株式会社大崎 大阪営業所 大阪府高槻市宮田町１－５－１０ 072-694-5055

大阪三興物流株式会社 北大阪営業所 大阪府高槻市玉川３丁目１－５ 072-678-4510

アートコーポレーション株式会社 高槻 大阪府高槻市西冠３－４１－１ 072-675-0123

シモハナ物流株式会社 大阪営業所 大阪府高槻市西面北１丁目７－１ 072-678-3705

グリーン物流株式会社 本社営業所 大阪府高槻市西面北２丁目１９－１ 072-679-1500

関西急送株式会社 大阪支店 大阪府高槻市大字原８９１－４ 0726-89-5046

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

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

山鉄運送株式会社 本社営業所 大阪府高槻市登町５５－１０ 072-672-0690

山本商運株式会社 本社営業所 大阪府高槻市唐崎南１－３１－１ 072-679-2515

大阪高速乳配株式会社 本社営業所 大阪府高槻市南庄所町２３番１号 072-668-6000

株式会社松商重機興業 高槻営業所 大阪府高槻市南平台３丁目３１－２８ 072-690-4311

大和通商株式会社 高槻営業所 大阪府高槻市日向町２４番１号 072-670-5110

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 0721-26-0386

福山通運株式会社 富田林営業所 大阪府富田林市若松町東一丁目３－１５ 0721-20-5700

昭和運送株式会社 本社営業所 大阪府富田林市昭和町２－１７９３－６ 0721-23-3516

小松運輸株式会社 本社営業所 大阪府富田林市梅の里３丁目１８番１１号 0721-90-2311

豊中市 株式会社ロイヤルコーポレーション 本社営業所 大阪府豊中市庄内宝町１丁目５番１号 06-4867-9313

株式会社アクト 本社営業所 大阪府豊中市庄本町２丁目９番１０号 06-6336-6721

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２－１３－１５ 06-6835-0123

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

株式会社ネットワークコーポレーション 本社営業所 大阪府豊中市名神口１－５－２ 06-6862-5849

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 9／13　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）
株式会社ユーパワーロジ 豊中営業所 大阪府豊中市名神口１丁目１０番１ 06-6866-1830

寝屋川市 株式会社ＯＤＡ 本社 大阪府寝屋川市河北中町３７番２号 072-824-8113

ヤマト運輸株式会社 寝屋川中央センター 大阪府寝屋川市葛原１丁目３２番１６号 080-6698-2748

ＩＮＯＵＥ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ株式会社 本社営業所 大阪府寝屋川市葛原新町５番５４号 072-812-2227

ヤマト運輸株式会社 寝屋川国松センター 大阪府寝屋川市国松町１－１ 080-5068-1000

ニシリク株式会社 本社営業所 大阪府寝屋川市池田新町１９－３０ 072-839-6666

株式会社神戸屋ロジスティクス 寝屋川営業所 大阪府寝屋川市点野２－５－２ 072-839-2655

有限会社ドルフィン物流サービス 本社営業所 大阪府寝屋川市楠根北町２番１９－３０５ 072-803-5885

福山通運株式会社 寝屋川支店 大阪府寝屋川市豊里町３７－３０ 072-826-3571

多摩運送株式会社 大阪営業所 大阪府寝屋川市萓島東３－２４－１２ 072-822-8621

羽曳野市 トランスポートアトミック株式会社 本社 大阪府羽曳野市羽曳が丘３丁目２５番３号 072-957-6155

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

大阪低温物流株式会社 本社営業所 大阪府羽曳野市軽里３－２１８－１ 072-958-4381

八尾市 ヤマト運輸株式会社 八尾若林センター 大阪府八尾市若林町２丁目６９番地 080-5045-1204

親和運輸株式会社 本社営業所 大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号 072-925-0051

株式会社大通 八尾 大阪府八尾市西弓削２丁目２０３番地 072-948-0840

佐々木茂義 本店営業所 大阪府八尾市竹渕西４－１５ 06-7494-6333

ヤマト運輸株式会社 八尾中田センター 大阪府八尾市中田３－６０ 080-5045-1205

河内商事株式会社 本社営業所 大阪府八尾市東老原１丁目１２番地 072-991-0631

明治運送株式会社 本社 大阪府八尾市南太子堂５－４－３４ 072-925-6211

ヤマト運輸株式会社 八尾楠根センター 大阪府八尾市楠根町２－５５－１ 080-5045-1226

阪南市 ミズモト運送株式会社 本社営業所 大阪府阪南市自然田１４７５－２ 072-473-0818

東大阪市 ヤマト運輸株式会社 東大阪布施支店 大阪府東大阪市衣摺２－７２－１ 080-5045-1108

川口運送株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市横小路町５－７－３５ 072-987-1125

株式会社和弘運輸 本社 大阪府東大阪市横小路町６－９８７－１ 072-988-6471

株式会社大輪物流 本社 大阪府東大阪市加納４－１６－１６ 072-966-4588

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

愛知車輌興業株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市加納５丁目１番８号 072-869-5081

興栄運輸株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市加納５丁目５番１０号 072-870-7300

株式会社ＴＩＳＥ 本社 大阪府東大阪市加納６丁目１番３９号 072-960-4776

ホッコウ物流株式会社 大阪営業所 大阪府東大阪市加納６丁目３番４１号 072-875-2238

上之段運輸株式会社 加納営業所 大阪府東大阪市加納７丁目２０－３ 072-870-7290

中嶋物流有限会社 本社 大阪府東大阪市角田３丁目１０番８号 072-967-6060

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
３０１号

06-6728-7210

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
ヤマト運輸株式会社 東大阪玉串東センター 大阪府東大阪市玉串町東１丁目５９２番５ 080-5481-5316

村野運送株式会社 本店 大阪府東大阪市高井田元町１－１４－２２ 06-6781-0422

トナミ近畿物流株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市高井田中３丁目２番５号 06-6787-1073

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本通４丁目１番１号 06-6788-1211

今川運送株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市今米１－１４－４６ 072-964-0008

株式会社酒井運輸 東大阪営業所 大阪府東大阪市今米１丁目１７番１号 072-960-0666

埼玉プロイコム株式会社 大阪営業所 大阪府東大阪市今米２－５－２８ 0729-64-1515

株式会社成豊 本社営業所 大阪府東大阪市若江西新町４－２－３２ 06-6777-8608

有限会社トラストライン 東大阪営業所 大阪府東大阪市新庄４－４－２５ 072-960-0905

株式会社カイウン 本社営業所 大阪府東大阪市水走１－１８－２８ 06-6968-1651

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

和束運輸株式会社 東大阪 大阪府東大阪市西石切町四丁目５８９－１ 072-980-8067

大八運送株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市池島町２丁目２番１５号 072-983-7782

丸協運輸開発株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市中石切町６丁目４番３７号 072-985-2751

ヤマト運輸株式会社 東大阪長田センター 大阪府東大阪市長田２－９９－２ 080-5045-2964

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市長田東３丁目５－６ 06-4309-2288

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

菱武運輸株式会社 本店 大阪府東大阪市鳥居町３－１２ 072-982-2667

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

有限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 072-940-7700

小田運輸株式会社 本社営業所 大阪府東大阪市東鴻池町４丁目５番２３号 06-6745-1111

株式会社グリーンライズ 本社営業所 大阪府東大阪市東鴻池町５丁目６番５６号 072-965-7103

ヤマト運輸株式会社 東大阪中部支店 大阪府東大阪市南上小阪５９９番１ 080-6695-6204

ヤマト運輸株式会社 東大阪楠根センター 大阪府東大阪市楠根１丁目６０番地 080-5068-2494

大橋運輸株式会社 本社 大阪府東大阪市楠根２－１０－３２ 06-6746-8473

有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ 本社営業所 大阪府東大阪市菱江１丁目２７番４０号 072-965-8607

ヤマト運輸株式会社 東大阪宝町支店 大阪府東大阪市宝町２３番５３号 080-5481-5316

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

大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号（１２号棟） 06-6747-7385

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

住之江株式会社 本社 大阪府東大阪市本庄西１丁目３番２３号 06-6748-7440

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

柴又運輸株式会社 大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３－９－５ 06-6748-9700

株式会社松元サービス 東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄西３丁目９番１３号 06-6748-9100

愛知陸運株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１－４－９０ 06-6747-6171

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
姫路合同貨物自動車株式会社 東大阪営業所 大阪府東大阪市本庄中１－８７ 06-6747-7131

トナミ運輸株式会社 東大阪支店 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-6011

株式会社スワロー物流大阪 本社営業所 大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号 06-6747-3256

関西名鉄運輸株式会社 大阪東支店 大阪府東大阪市本庄東１－４３ 06-4309-3771

信州名鉄運輸株式会社 大阪支店 大阪府東大阪市本庄東１番４３号 06-6747-7331

ヨーコーサービス有限会社 本社 大阪府東大阪市箕輪２丁目２番２９号 072-964-1575

京和運輸株式会社 大阪営業所 大阪府東大阪市弥生町２０－１２ 072-987-9830

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 06-6380-4430

ピアノ運送株式会社 大阪営業所 大阪府吹田市山田西２丁目７－７ 06-6878-0871

日本フレートライナー株式会社 関西支店 大阪府吹田市芝田町１番２２号 06-7661-6611

ホッコウ物流株式会社 近畿物流センター 大阪府吹田市清水１２番４号 06-6875-3693

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

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

株式会社引越社関西 吹田 大阪府吹田市青葉丘南６番２３号 06-4864-2626

株式会社メイセイ物流 千里ニュータウン営業所 大阪府吹田市津雲台７丁目２番Ｄ１０２ 06-6871-1881

木下倉庫運輸株式会社 本社営業所 大阪府吹田市南吹田３－３－５０ 06-6385-3232

エービーカーゴ西日本株式会社 吹田営業所 大阪府吹田市南吹田３丁目２番５６号 06-6384-3620

株式会社ロジック 本社 大阪府吹田市南吹田二丁目３番２号 06-6317-2001

枚方市 有限会社ＳＭＴ 本社営業所 大阪府枚方市高田１丁目１１番２０号 072-810-7516

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

株式会社ＮＢＳロジソル 北大阪営業所 大阪府枚方市池之宮１丁目２６－６ 072-805-6731

篠崎運輸株式会社 大阪営業所 大阪府枚方市長尾家具町１丁目８－４ 072-864-0369

ヤマト運輸株式会社 枚方長尾谷支店 大阪府枚方市長尾谷町１－６２－１ 080-5481-5315

有限会社安田大阪運送社 本社 大阪府枚方市津田東町２－３６－１１ 072-859-4181

ヤマト運輸株式会社 枚方企業団地センター 大阪府枚方市北山１丁目３番１８号 080-6699-0387

松原市 セイノースーパーエクスプレス株式会社 松原営業所 大阪府松原市一津屋３丁目３番１１号 072-339-0710

福山通運株式会社 松原支店 大阪府松原市三宅西２－４６６－７ 072-337-2300

トールエクスプレスジャパン株式会社 松原支店 大阪府松原市三宅西６丁目８９５－１ 072-336-6151

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

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

大阪運輸株式会社 本社営業所 大阪府松原市大堀２－１６－１５ 072-334-6868

株式会社引越社関西 松原 大阪府松原市天美我堂６－９４－３ 0723-36-2626

箕面市 畑中運輸建設株式会社 本社営業所 大阪府箕面市粟生間谷西３－２３－１０ 072-729-2197

ヤマト運輸株式会社 箕面船場支店 大阪府箕面市船場東２－８－２１ 080-5045-1354

守口市 守口実業株式会社 本社営業所 大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号 06-6991-1125
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社引越社関西 大阪中央 大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（２Ｆ） 06-6994-6060

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

泉北郡 関西建設運輸株式会社 本社営業所 大阪府泉北郡忠岡町新浜１－１－５ 072-439-2415

南河内郡 有限会社興昌商会 本社営業所 大阪府南河内郡河南町寺田１８４－３ 0721-93-6170
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