
愛知県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

愛知車輌興業㈱
本社営業所 457-0064

http://www.aichisyaryo.co.jp/

455-0832

㈱上組
名古屋支店 455-0032

https://www.kamigumi.co.jp/
菱自運輸㈱
名古屋営業所 455-0855

467-0847

455-0028
http://www.zero-group.co.jp/

455-0813

459-8001

名古屋陸送㈱
本社営業所 456-0035

http://n-rikuso.com/
日産ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ㈱
中部支社 455-0028

455-0034

伊勢湾海運㈱
金城モータープール 455-0848

http://www.isewan.co.jp/

457-0068

456-0059

東海協和㈱ 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目7番地
金城オペレーションセンター 455-0848 名古屋港オペレーションセンター3F

大洋海運㈱ 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目7番地

名古屋港オペレーションセンター 455-0848 名古屋港オペレーションセンター2F

http://www.taiyokaiun.co.jp/

455-0847

新興海運㈱

宝神事務所 455-0832

http://www.shinko-kk.com

455-0803

467-0852

サンソー港運㈱　 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目7番地

第一事業所 455-0848 名古屋港オペレーションセンター2F

http://sanso-kouun.mitsui-soko.com/

㈱フジトランスライナー

本社営業所 455-0028

http://www.fujitrans.co.jp/company/relation/entry-230.html

㈱フジトランスコーポレーション

総務部 455-0032

http://www.fujitrans.co.jp/

㈱極東陸送　 愛知県小牧市大字東田中1375

名古屋営業所 485-0826 極東開発興業(株) 名古屋工場内

452-0931

小山　登司雄 052-398-1211

樋口　健治郎 052-651-7326愛知県名古屋市熱田区八番二丁目12番5号　

中　　部　　支　　部

田村　隆一 052-613-2088

後藤　正三 052-398-1135

山本　敦 052-398-1560

愛知県名古屋市南区南野二丁目215番地　

山田　豊 052-612-5523

森田　理人 052-682-4300

中根　幹雄 052-625-3378

石田　聡彦 052-822-7211

椎野　和久 052-652-8892

津田　浩之 052-382-8553

岩崎　豊

052-612-3570

052-811-1515愛知県名古屋市瑞穂区神穂町6番39号　

愛知県名古屋市港区潮見町37-82　

中川　義和 052-382-3767

赤塚　浩也 052-303-2001

愛知県名古屋市南区星崎一丁目10番地　

愛知県名古屋市港区宝神二丁目2318番　

愛知県名古屋市港区入船一丁目2番12号　

愛知県名古屋市港区藤前3丁目616番地　

福島　武男 052-651-5471

名港陸運㈱ 山本　敦 愛知県名古屋市港区空見町11番地　 052-381-5131

㈱岸田商会

愛知県名古屋市港区善進本町12　

愛知県名古屋市緑区大高町字東正地61　

愛知県名古屋市熱田区白鳥3丁目6番22号　

愛知県名古屋市港区潮見町37番52　

愛知県名古屋市港区西倉町1-54　

愛知県名古屋市港区金城ふ頭3丁目1番地　

昭和陸送㈱

中部陸送㈱

名海運輸作業㈱

㈱六洋社

㈲豊陸送

㈱ゼロ･プラス中部

愛知陸送㈱

小川　泰広

加藤　式夫 愛知県名古屋市港区宝神2丁目1003番地　 052-655-6880

興和自動車運輸㈱ 鈴木　隆一郎 愛知県名古屋市港区入場二丁目2007番地　 052-382-2101

後藤　治男 052-398-1901

林　英之 愛知県名古屋市港区潮見町37-75　 052-614-6111

親和車輌㈲ 土岐　博之 愛知県名古屋市瑞穂区明前町10番32号　 052-823-1118

日産名古屋書庫運輸㈱ 涌井　隆一 愛知県清須市一場古城600番地　 052-409-2077

系井　辰夫 愛知県名古屋市港区入船一丁目7番41号　 052-652-7125

楠田　一彦 0568-75-5415



ふそう陸送㈱

名古屋営業所 491-0365

http://www.furiku.co.jp/

452-0942

㈱日東陸運 愛知県名古屋市守山区天子田1-1403

名古屋営業所 463-0037 設楽荘201号

485-0073

454-0912

http://www.hakuhou-unyu.co.jp/

㈱アシスト 愛知県名古屋市中区新栄1-47-15

名古屋営業所 460-0007 千早グリーンハイツ303号

㈱テイクオフ 愛知県東海市名和町一丁目93

名古屋支店 476-0002 クレッシェンド名和C-2

454-0871

http://rakunet.co.jp/

日宝陸送㈱

名古屋出張所 467-0059

http://www.crane-navi.com/nippou/

484-0919

㈱日東陸送関西 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町2-101

名古屋営業所 457-0835 小島ビル301

455-0037

455-0015

489-0987

474-0074

http://www.chubucarservice.co.jp/

487-0025

㈱陸送機構 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町2-101

名古屋営業所 457-0835 小島ビル402号

愛知県名古屋市中川区葉池町1-8

454-0844 アクティブサンライズ葉池B号

㈱Ｍ＆Ｓ創業 愛知県弥富市佐古木二丁目268-1

Ｍ＆Ｓ陸送 498-0006 キャッスル松亀203号

㈱ユー・エス物流

名古屋営業所 476-0005

名古屋日梱㈱

本社営業所 457-0823

471-8527

http://www.toyotayusou.co.jp/

470-1218

http://toyotetsuunyu.jp/

470-1218

夏目運輸㈱

豊田営業所 473-0932

磯部　芳治 愛知県一宮市萩原町西御堂字土根22-1　 0586-69-6222

㈲ディ・ディ・エス 塚原　正英 愛知県清須市清洲2458番地1　 052-401-7220

博宝運輸㈱ 伊藤　浩一 愛知県名古屋市中川区野田3丁目188番地　 052-364-0636

井の下　慎次郎 052-726-8177

㈲TOKAIボデー 永野　六郎 愛知県小牧市大字舟津字上針田1217番地　 0568-41-0013

㈱ラクネット 近　靖彦 愛知県名古屋市中川区柳森町2709　 052-352-0070

谷　　敬征 052-602-7022

児玉　剛 052-693-7333

松本　幹雄 愛知県名古屋市瑞穂区軍水町2丁目69-3　 052-693-5200

ラウンドワークス 古川　和雄 愛知県犬山市字中道52-3　 0568-67-7370

㈲竹内商会 竹内　榮子 愛知県名古屋市港区港栄三丁目6番10号　 052-655-0402

佐々木　憲郎 052-387-5583

㈲ウエスタンワーキング 西部　隆廣 愛知県名古屋市港区名港二丁目8番15号　 052-653-8750

中部カーサービス㈱ 本多　秀明 愛知県大府市共栄町3-6-1　 0562-48-2345

㈱ミオコーポレーション 山崎　未央 愛知県瀬戸市西山町2丁目46-27　 0561-76-6977

㈱ＭＲ 本多　宏次 052-355-7518

シンエイ自動車㈱ 山平　尚記 愛知県春日井市出川町5丁目16番地の3　 0568-52-0417

本村　英剛 0567-66-0705

安藤　之弘 愛知県東海市新宝町507-20　 052-689-6200

関水　克亮 052-613-3661

草野　俊正 愛知県名古屋市南区元塩町6-18-1　 052-612-1512

トヨタ輸送㈱ 吉見　勝彦 愛知県豊田市元町2番地　 0565-25-2010

㈱大豊 石原　靖増 愛知県豊田市上郷町3丁目8番地　 0565-21-5353

豊鉄運輸㈱ 杉山　明夫 愛知県豊田市上郷町1-17　 0565-21-1188

夏目　栄治 愛知県豊田市堤町寺池89-1　 0565-53-3588



真川陸送㈱

豊田営業所 473-0933

㈱アトコ 愛知県豊田市宝町津花130

豊田事業部 473-0908 株式会社ATビジネス　グッドラック内

https://at-atoko.jp/

㈱マルノウチ

豊田営業所 473-0932

http://www.marunouchi-corp.co.jp/

㈱日本陸送

豊田営業所 448-0007

http://www.nippon-rikuso.co.jp/

㈱ＮＴセブンス

高岡営業所 473-0933

473-0908

㈱東海車輌

本社営業所 470-0214

㈱睦運送

岡崎営業所 444-0951

470-1206

マツダロジスティクス㈱

中日本事業部 447-0866

http://www.mazdalogi.co.jp/

丸東運輸㈱

豊田営業所 473-0932

http://marutou-unyu.co.jp/

㈱チヨダロジスティクスナゴヤ

本社営業所 470-1214

chiyodalogi.jimdo.com

鈴与㈱

豊橋支店 441-8075

442-0835

441-3141

金田運輸㈱

本社営業所 441-8074

441-8077

日本通運㈱

蒲郡支店 443-0036

http://www.nittsu.co.jp/

㈱フジトランスコーポレーション

豊橋支店 441-8075

http://www.fujitrans.co.jp/

441-8075

http://www.toyofu.e-yuso.net/

441-8075

㈱上組

豊川支店　新車整備センター 441-8076

https://www.kamigumi.co.jp/

㈱北州陸送

豊川営業所 441-0105

㈱岡三物流

本社営業所 444-0814

http://okasan-butsuryu.com/

441-8074

444-3334

木脇　徹一郎 0565-28-3056

青木　信幸 愛知県豊田市堤町六本松4-5　 0565-52-0221

真川　慈康 愛知県豊田市高岡町池ノ端40-3　 0565-54-7533

㈱トランサット 木脇　徹一郎 愛知県豊田市宝町津花44番地　 0565-26-1066

重盛　真治 愛知県刈谷市東境町唐池54　 0566-36-5411

疋田　亮 愛知県豊田市高岡町池端44番の1　 0565-53-6356

㈱トランスライナー 鈴木　信也 愛知県豊田市永覚新町4丁目202番地10　 0565-55-1085

水野　邦生 愛知県みよし市明知町八和田山2番地23　 0561-32-0211

原田　豊 愛知県岡崎市北野町字郷裏10-2　 0564-32-3011

萩原　忠 愛知県豊田市福受町中ノ切216番地　 0565-21-5702

秋山　博則 愛知県豊橋市神野ふ頭町3番18　 0532-32-0736

戸田　正隆 愛知県碧南市明石町10番地　 0566-42-2511

八木　幹夫 愛知県豊田市堤町六本松3番地1　 0565-53-3081

神野臨海㈱ 市橋　弘一郎 愛知県豊橋市神野ふ頭町2番地　 0532-31-4452

㈲藤原陸送 藤原　貴宏 愛知県豊川市新桜町通2丁目35番地4　 0533-72-3124

長尾　賢治 愛知県豊橋市明海町2番地30　 0532-25-5050

安東運送㈱ 安東　幹陽 愛知県豊橋市神野新田町字二ノ割8番地1　 0532-32-1135

豊橋埠頭㈱ 石川　昌司 愛知県豊橋市神野ふ頭10番地の1　 0532-31-3555

林　徹 愛知県蒲郡市浜町73番地6　 0533-69-1155

鹿山　泰三 愛知県豊橋市神野ふ頭町10-1　 0532-32-5665

濱田　好之 愛知県豊橋市神野西町1丁目1番2　 0532-33-8300

山内　一美 愛知県豊川市伊奈町八王子1番地　 0533-73-3710

西浦海運㈱ 茂津目　敦 愛知県豊橋市神野ふ頭3-7　 0532-33-4431

大徳運輸㈱ 徳本　雅巳 愛知県岡崎市生平町保毛22番地1　 0564-27-6111

永田　忠士 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂153　 0564-57-8745

総合埠頭㈱ 廣濵　全洋 愛知県豊橋市明海町5番地54　 0532-23-2171



愛知県豊田市寿町8-66-1

471-0834 愛豊ビル2-AB

㈱丸文

名古屋営業所 444-0951

442-0061

http://www.takarakp.co.jp/

473-0916

http://toyotayusouchubu.jp/

444-3173

473-0917

471-0842

名波陸送㈱

積載田原営業所 441-3401

㈱セラット 愛知県豊川市御津町佐脇浜2号1-4

豊川営業所 441-0304 日本トレクス御津工場内

タカラ梱包輸送㈱ 池田　哲朗 愛知県豊川市穂ノ原3丁目2-22　 0533-86-8211

㈲ニシカワ運輸 石田　典子 0565-25-1617

横田　直樹 愛知県岡崎市北野町字畔北70番地　 0564-33-0666

㈱サンワ運輸 鈴木　錡 愛知県岡崎市滝町字長坂91番地3　 0564-27-7117

トヨタ輸送中部㈱ 深津　三治 愛知県豊田市吉原町平子26番地105　 0565-53-3388

須賀陸送㈲ 須賀　康祐 愛知県豊田市土橋町5丁目35番地　 0565-28-1894

中金運輸㈱ 柴田　正一 愛知県豊田市若林西町長根50番地2　 0565-52-0401

名波　利浩 愛知県田原市緑が浜4号1番28　 0531-24-0173

片山　頼宣 0533-73-3710



静岡県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

㈱マルノウチ 静岡県御殿場市神場2-7

東富士営業所 412-0047 トヨタ輸送(株)　御殿場ターミナル内

http://www.marunouchi-corp.co.jp/

トヨタ輸送関東㈱ 静岡県御殿場市神場2-7

東富士営業所 412-0047 トヨタ輸送(株)　御殿場ターミナル内

http://toyotayusoukantou.jp/

泰平運輸㈱

東富士営業所 412-0047

410-0865

411-0816

410-0307

㈱陸送機構

静岡営業所 424-0809

トヨタ輸送㈱

東富士営業所 410-1107

http://www.toyotayusou.co.jp/

㈱東京国際

静岡営業所 424-0114

422-8006

愛知車輌興業㈱

浜松営業所 431-0451

http://www.aichisyaryo.co.jp/

名波陸送㈱

本社営業所 432-8053

日本陸送㈱

浜松営業所 431-0451

http://nihonrikusoukabushikigaisya.jp/

438-0835

431-0212

http://www.suzukitp.co.jp/

㈱東洋陸送社

浜松営業所 430-0845

431-0301

㈱東海ロジテム

袋井支店 437-0056

東和運輸倉庫㈱

白羽営業所 430-0846

八洲輸送㈱

本社営業所 433-8118

ホンダ運送㈱

浜松センター 433-8117

http://www.honda-unsou.co.jp/

青木　信幸 0550-80-3303

秋川　潔 0550-80-3811

伊藤　隆行 静岡県御殿場市神場2-7　 0550-80-3882

㈲栗田陸送 栗田　徹 静岡県沼津市東間門630番地13　 055-962-1826

㈱MSY商会 上野　祐三 静岡県沼津市青野178番地の3　 055-968-5680

ヘイワツーリスト㈱ 鈴木　智善 静岡県三島市梅名316-4　 055-977-1181

㈱キャリーメイト 竹尾　久仁彦 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目16番19号　 054-286-8511

関水　克亮 静岡県静岡市清水区天神2-3-6　 054-367-1123

板坂　克則 静岡県裾野市御宿1200番地　 0559-97-0411

石田　聡彦 静岡県湖西市白須賀宿南3334-1　 053-573-1451

名波　利浩 静岡県浜松市南区法枝町3055番地　 053-442-2011

杉本　恵 静岡県静岡市清水区庵原町159-1　 054-376-4081

黒岩　一夫 静岡県湖西市白須賀4353-4　 053-579-0871

浜松興運㈱ 萩原　茂雄 静岡県磐田市豊田西之島325-1　 0538-34-4624

㈱アイデックス 鈴木　啓之 静岡県湖西市新居町中之郷2850-1　 053-574-2156

スズキ輸送梱包㈱ 檜野　義則 静岡県浜松市西区舞坂町長十新田300番地1　 053-415-9711

田島　康年 静岡県袋井市小山192　 0538-42-4363

安藤　通啓 静岡県浜松市南区白羽町2193-1　 053-442-5551

別所　仁 静岡県浜松市南区中田島町168　 053-442-2652

荻原　三雄 静岡県浜松市中区高丘西4-17-18　 053-437-4807

齊田　克浩 静岡県浜松市中区高丘東二丁目7番27号　 053-436-1321



三重県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

TPN亀山物流センター㈱

配送センター 519-0165

510-0011

510-0885

514-0065

510-0885

三岐通運㈱

A・P第二事業部 511-0125

http://www.sangi-tuuun.co.jp/

日本トランスシティ㈱

国際貨物部 510-0011

http://www.trancy.co.jp/home/

㈱ホンダロジスティクス

三重営業所 513-0834

http://www.honda-logistics.co.jp/

日本梱包運輸倉庫㈱　

鈴鹿センター営業所 513-0836

https://www.nikkon.co.jp/

510-0059

http://www.iswh.co.jp/

ホンダ運送㈱

鈴鹿センター 513-0836

http://www.honda-unsou.co.jp/

トヨタ輸送㈱

いなべ営業所 511-0201

http://www.toyotayusou.co.jp/

愛知車輌興業㈱

三重営業所 518-1304

http://www.aichisyaryo.co.jp/

㈱ベスト・トランスポート

三重営業所 513-0834

http://best-transport.co.jp/

竹林　憲明 三重県亀山市布気町381番地の1　 0595-83-3188

御幸商事㈲ 倉田　正男 三重県四日市市日永5丁目9-1　 059-346-3808

四日市海運㈱ 後藤　孝富 三重県四日市市霞2丁目5番地　 059-325-7212

四日市陸送㈲ 林　登 三重県四日市市日永三丁目1-42　 059-345-9797

㈲三東通商 川邊　篤 三重県津市河辺町2506番地　 059-232-9226

永井　髙志 三重県鈴鹿市庄野羽山3丁目8-1　 059-378-1008

大岡　誠司 三重県鈴鹿市国府町石丸7651-11　 059-378-9112

安藤　　暢浩 三重県桑名市多度町力尾字阿越304－4　 0594－82－7707

森　直樹 三重県四日市市霞2丁目26番地1　 059-363-2186

齊田　克浩 三重県鈴鹿市国府町石丸7753番地　 059-378-1145

板坂　克則 三重県いなべ市員弁町市之原10　 0594-74-5011

伊勢湾倉庫㈱ 波多野　正昶 三重県四日市市尾上町3番地の1　 059-325-7731

石田　聡彦 三重県伊賀市中友田1600　 0595-43-2160

清末　悦夫 三重県鈴鹿市庄野羽山3-8-1　 059-379-4725



　岐阜県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

岐阜自動車輸送㈱

各務原営業所 509-0146

501-6012

500-8358

トヨタ輸送㈱

各務原営業所 509-0141

http://www.toyotayusou.co.jp/

503-0836

http://www.mikuri-r.com/

501-6014

500-8143

福井県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

㈱トラック陸送福井

国道営業所 915-0044

http://www.trf.co.jp/

㈱HRS 福井県福井市大町2丁目110番地

福井営業所 918-8116 ツジビル201

http://www.hrs-rikuso.com/

915-0801

http://www.fsy-carcareer.com/

浅野　泰 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町6丁目107番地の1　 058-370-5356

キング㈱ 佐々木　浩二 岐阜県岐阜市六条南2丁目8番地1　 058-337-8061

㈲松澤陸送 松澤　茂 岐阜県羽島郡岐南町八剣9-61　 058-247-3308

板坂　克則 岐阜県各務原市鵜沼各務原7-71-11　 058-384-0001

㈲美栗陸送 栗本　佳孝 岐阜県大垣市大井1丁目29-12　 058-213-6445

㈲岐阜中央陸送 青豆　敏幸 岐阜県岐阜市瑞雲町4丁目10番地　 058-240-1658

大江運送合資会社 天沼　一也 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺4丁目53番地　 058-272-0406

大石　仁 0776-63-6614

福井車輌輸送㈱ 渡邉　敏弘 福井県越前市家久町54-13-2　 0778-43-5444

高橋　輝樹 福井県越前市平林町2-4-1　 0778-29-3113


