
近　　畿　　支　　部

　兵庫県

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

664-0851

大神陸送㈱ 兵庫県神戸市西区小山　３－１－２
明石営業所 651-2144 　　　　　　三菱ふそうトラック・バス㈱近畿ふそう内

650-0024

658-0031

第一陸送㈲ 兵庫県神戸市中央区港島　５－３　ＰＣ－８　
神戸営業所 650-0045                     　　　　　　㈱ゼロ　内

651-1302

653-0831

大同輸送㈱ 660-0807

673-0444

651-2304

650-0023

673-0434

西日本車輌運輸㈱　
大阪支店 666-0023

愛知車輌興業㈱　
大阪営業所 666-0023

㈱東海車輌　
大阪営業所 666-0023

651-2124

㈱ゼロ・プラス西日本

神戸カスタマ－サ－ビスセンタ－ 650-0045

日渉運輸㈱　　　　　　　　

大阪営業所 666-0023

650-0024

651-0082

㈱Ｈ Ｒ Ｓ

近畿営業所 660-0063

658-0024

㈱陸送機構神戸

神戸営業所 650-0045

㈱東京国際

神戸営業所 650-0045

669-3654

兵庫県川西市東久代　１－３３１－１０

石田　聡彦 兵庫県川西市東久代　１－３３１－１０ 0727-55-6199

072-755-0571

水野　邦生 072-755-5891兵庫県川西市東久代　１－３３１－１０

078-611-4568兵庫県神戸市長田区蓮宮通　３－３－１０

堀家　新司

砂場　重孝

078-982-6700

兵庫県伊丹市中央　４－４－１７ 072-775-7800

㈱関西陸整

㈱極東陸送　

㈱オービス

齋　　嘉一

新浪花運輸㈱

日本港運㈱

㈱上組

豊栄輸送㈱

三友企業㈱

花森　三雄

岡田　一男

安原　　優

加門　勝子

深井　義博

楠田　一彦

西村　修治

別府　登志則

庄司　初美

大成ホンダ陸送㈱

078-928-4053

078-341-2954

078-857-1951

兵庫県尼崎市長洲西通　１－４－６ 06-6488-1651

078-453-3366

兵庫県神戸市西区神出町小束野　６０－８４

兵庫県神戸市中央区栄町通　５－１－３

兵庫県三木市別所町小林　１１８

兵庫県三木市別所町東這田字前山　７２１－３４０

078-303-9770

兵庫県神戸市中央区海岸通　５－１－３

加藤　和男

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目地先

兵庫県神戸市北区藤原台中町　５－５－３５

078-341-7691

0794-83-8010

078-965-0950

森井陸送㈱ 森井　三千男 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和　６８２－４ 078-976-9130

小宮　大五郎 兵庫県神戸市中央区港島　５－２　ＰＣ－８　内２F 078-302-7848

木村　武雄 兵庫県川西市東久代　１－３３１－１０ 072-755-8108

五島海運㈱　 大野　正剛 兵庫県神戸市中央区小野浜町  ５－１１ 078-393-5402

中央港運㈱ 向井　一雄 兵庫県神戸市中央区海岸通　４－３－７ 078-351-0541

大石　　仁 兵庫県尼崎市大庄北　３－１－２６　２０１号 06-4869-3155

㈱Ｐ－１　トランスポ－ト 井上　　豊 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町　２９－９ 078-413-9901

関水　克亮 兵庫県神戸市中央区港島　５－３　ＰＣ－８　 078-302-3737

杉本　惠 兵庫県神戸市中央区港島　５－３　ＰＣ－８　 078-599-7306

中兵庫運輸㈲ 北野　芳則 兵庫県丹波市氷上町南油良　７９３ 0795-82-0166



664-0001

652-0814

兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭1番地　

657-0854 　　　　　　　　　　　　　　摩耶業務センター３０７号

　

豊福ロジテム㈱ 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１

関西支店 650-0045 　　　　　　　　　　　　　　ポートアイランドビル２Ｆ

673-0892

兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目１-１２

㈱日東陸送 関西 657-0842 　　　　　　　　　　　　　　　辻川マンション２０２号

㈲貴コーポレーション 兵庫県神戸市兵庫区下沢通　６－１－２９

神戸営業所 652-0047 　　　　　　　　　　　　　　　ワコーレ下沢　４０３

㈱We-ing 664-0017 兵庫県伊丹市鴻池２丁目８－２８

㈱トラハコ 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目９番地

トヨタ輸送㈱

　伊丹営業所 板坂　克則 666-0023 兵庫県川西市東久代１－３３７－１　  072-755-1701

姫路陸送㈱ 670-0851

㈱極東陸送　 兵庫県姫路市木場前七反町１２　

姫路営業所 671-0253                   　　　　　　いすゞ自動車近畿㈱内

豊栄輸送㈱

姫路営業所 671-0252

672-8031

671-0252

㈲大城自動車販売 榎本　眞哉 兵庫県伊丹市荒牧　６－２３－２１ 072-781-1671

神和自動車興業㈱ 井上　祐也 078-805-5755

㈲兵庫サンヨ－商会 八木　隆博 兵庫県神戸市兵庫区門口町　１－８ 078-652-1055

尾頭　透 078-302-2185

㈲智咲総業 内海　旨智 兵庫県明石市本町　１－４－２６ 078-918-2720

佐々木　憲郎 078-882-3112

渋谷　貴子 078-599-9728

上鶴　芳照 072-781-6123

藤原　聡 078-842-7112

南口　二郎 兵庫県姫路市京口町１３３番地 0792-88-4545

楠田　一彦 本 078-453-3366

別府　登志則
兵庫県姫路市花田町加納原田字柿内  ２３－７

0792-53-6790

UIトランスポ－ト㈱ 浦石　陽一郎 兵庫県姫路市花田町加納原田　８５－５ 079-253-7611

ガス物流ネット㈱ 福本　正昭 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿　１５３６番２ 079-246-1474



　京都府

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

601-8141

614-8175

㈱ゼロ・プラス西日本

京都カスタマ－サ－ビスセンタ－ 610-0311

㈱マルノウチ

京都営業所 612-8285

㈱那須商会

京都営業所 618-0081

613-0036

621-0125

㈱日東陸運　

京都営業所 614-8176

601-8143

611-0025

624-0931

612-8377

612-8293

㈱みやこコ－ポレ－ション

八幡営業所 614-8176

614-8176

トヨタ輸送中部㈱

京都事業室 617-0833

㈱陸送ネット

近畿センタ－ 611-0041

トヨタ輸送㈱

京都営業所 618-0081

㈲京津オ－トサ－ビス 村田　俊也 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花　１９番 075-672-5713

㈱平安陸送 小垣　信一 京都府八幡市上津屋石ノ塔　７６ 075-983-9538

小宮　大五郎 京都府京田辺市草内能戸　１２－２ 0774-64-3215

青木　信幸 京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池　４３－１ 075-602-1149

那須　善行 京都府乙訓郡大山崎町下植野北細池　１ 075-957-2536

相互車体㈱　　 澤田　幸彦 京都府久世郡久御山町田井新荒見　１２４－１ 0774-41-3463

㈲ディ－ポ－トナガヤマ 山東　佳代子 京都府亀岡市西別院町笑路頭木田　７－４ 0771-27-3941

井の下 慎次郎 京都府八幡市上津屋中堤　１３８番地 075-963-5851

㈱桂通商 山田　有暉朗 京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本　１３　 075-682-2350

㈲Ｔ．Ｒ．Ｓ．高橋商会 高橋　克之 京都府宇治市神明宮西　１６－１４ 075-633-5652

飯野港運㈱ 西田　一夫 京都府舞鶴市松陰　１８番地７ 0773-75-5371

㈱坂本観光グル－プ 坂本　貴毅 京都府京都市伏見区島津町１０１番地　２F-A 075-644-9665

㈲ＧＲＥＥＮ　ＰＡＲＴＮＥＲ 山元　保晶 京都府京都市伏見区横大路橋本　２３－１ 075-381-2063

小林　正嗣 京都府八幡市上津屋中堤　１５３ 075-972-1385

㈲オ－トプロジェクト・カジャ 香川　順二 京都府八幡市上津屋中堤　１５３ 075-972-2888

深津　三治 京都府長岡京市神足下八ノ坪 ３４－１ 075-957-5774

西口　高生 京都府宇治市槙島町南落合　１０６ 0774-28-5255

板坂　克則 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字北細池１ 075-957-1217



　大阪府

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

563-8651

http://www.daihatsuyusou.co.jp/ 

553-0003

567-0037

㈲京津オ－トサ－ビス

大阪営業所 595-0073

㈱メンテナンス・コシバ 大阪府大阪市中央区鎗屋町 １１２－２－１０

大阪営業所 540-0027 三洋谷町ビル ３０２

㈱極東陸送

大阪営業所 554-0011

559-0024

㈱ゼロ・プラス西日本

大阪ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南４－２－１６７

奈良県

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

634-0847

636-0245

634-0824

トヨタ輸送中部㈱

奈良事業所 636-0226

滋賀県

㈱平安陸送 滋賀県栗東市小柿　３－２－３０

滋賀営業所 520-3024 　　　　　　　　　滋賀日野自動車㈱　（内）

　　

西日本車輌運輸㈱　

滋賀営業所 529-1551 滋賀県東近江市宮川町　２３７－１

トヨタ輸送中部㈱

滋賀事業所 520-3017

　和歌山県

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

641-0062

640-8404

ダイハツ輸送㈱ 宮本　隆 大阪府池田市ダイハツ町　１－１ 072-754-3388

大阪ダイハツ輸送㈱ 野原　伸史 大阪府大阪市福島区福島　１－４－２６ 06-6453-1911

ホンダ運送㈱ 齊田　克浩 大阪府茨木市上穂東町　３－１９ 072-626-1231

村田　俊也 大阪府泉大津市新港町　３ 0725-23-2570

中谷　真介 06-6941-3530

楠田　一彦 大阪府大阪市此花区朝日　２－９－７ 06-6460-3801

㈲今本モ－タ－ス 荒木　明美 大阪府大阪市住之江区新北島　２－１－１ 06-6686-0063

小宮　大五郎 06-6616-6237

㈱メンテナンス・コシバ　 中谷　真介 奈良県橿原市飯高町　１９０－１ 0744-25-4118

㈲キラクサポ－ト 吉川　敏弘 奈良県磯城郡田原本町味間　１３－６ 0744-33-3310

㈱アドバンス 山本　貴之 奈良県橿原市一町　２９１－１ 0744-28-7293

深津　三治 奈良県磯城郡田原本町唐古字城前６２－１ 0744-33-6330

砂場　重孝 074-855-8222

㈲新和陸送 坂爪　義弘 和歌山県和歌山市雑賀崎新開　２００７－５ 073-445-5100

小垣　信一 077-554-0352

㈱喜多陸送 西　　晴久 和歌山県和歌山市湊　１８２０ 073-455-7666

深津　三治 滋賀県栗東市六地蔵字松本１１５８番地 077-553-1070


