
〈関東運輸局〉

事業者名 住所 車両数

㈱阿部工務店 日光市湯西川９７４ 5

椿トータルサービス㈱ 成田市大清水２３１－２ 5

㈱飯島建材 稲敷市江戸崎乙１２１８－１ 6

㈱モチエイ 南巨摩郡南部町南部３１６８－３ 5

㈱田中商事 坂東市猫実１６７８－３ 5

㈱森井商事 北群馬郡榛東村大字広馬場１９９４－１１ 5

みなかみトランポ㈱ 利根郡みなかみ町小日向２３６ 5

㈱ＬＯＧ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ さいたま市岩槻区本町１－４－２１　喜楽ビル３０２ 5

シィーティーディー㈱ 千葉市稲毛区萩台町６６４－１３３ 利用運送

㈱タイガーライン 川口市北原台２－１２－３２－２０２ 利用運送

サーモフィッシャーダイアグノスティックス㈱ 港区芝浦４－２－８ 利用運送

東通㈱ 富里市美沢２－３ 利用運送

㈱ミッツＴｒａｎｓｐｏｒｔ 久喜市久喜本８３３－７８ 利用運送

㈱ＳＮサポート かすみがうら市西野寺７３０－１７ 利用運送

㈱ＧｏｏｄＬｉｎｅ 江戸川区中葛西５－１６－２－４０２ 利用運送

〈中部運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱アイライン 岩田昌也 大府市梶田町６－２２２－２０５ 5

㈱プロテクト 渡邉浩司 知多郡武豊町字道仙田３６－４ 5

㈱ＲＩＴＡＮ 磯野光琉 弥富市平島東１－１２４－１　プレジャー弥富２０１ 5

キャリーテック㈱ 田中康一朗 小牧市郷中１－１８１　ＴＣビル小牧２０３ 5

㈱一哲 藤本哲也 名古屋市西区城西町１８５ 7

㈱香成物流 近藤香成 大府市追分町１－２７－２０１ 5

㈱港運搬 恒川勝臣 名古屋市港区当知２－４０３　サニースポット１０２ 5

（同）Ｋ＆ＡＣ 川村邦仁 名古屋市港区小碓２－１２８ 5

㈱アサヒ倉庫 丹羽功一 名古屋市北区玄馬町１４９ 5

㈱藤谷 伊藤康博 安八郡輪之内町里字小瀬野１３５０－１ 5

㈱ＫＴＥＡＭ 林健 弥富市平島東３－１７４－３ 7

㈱山本興業 山本幸毅 あま市中萱津南ノ川１３ 5

㈱Ｎ－トランス 永野稔宏 大府市神田町２－１８３－２Ｆ 5

㈱ｓｋｙエクスプレス静岡 西川国明 富士市神谷新町２４ 5

㈱アルティー 丸山大知 恵那市大井町字鏡山２０１８－７３、２０１８－２１２ 5

㈱フォレストライン 森川慎也 犬山市大字五郎丸字神明下１０－２ 5

㈱サポートロジスティックス 藤原大翔 北名古屋市山之腰天神東２８　日置ビル２階Ｃ 5

㈱エスジーカンパニー 曽我衞 春日井市田楽町字更屋敷１４７７－３ 5

みどり通運㈱ 太田亮平 大府市神田町２－１８３－３Ｆ 5

㈱ＲＡＹＳ 若尾雄介 一宮市大和町妙興寺字坊ヶ池２１－１ 5

㈱ＳＳＴ 丹下友広 一宮市起字用水添８８－２ 5

㈱Ｓ・Ｂ 杉本友哉 富士市松本１０３－３ 5

ツー・スリー開発㈱ 堀内猛 名古屋市港区宝神１－２２ 利用運送

㈱藤盛 伊藤聡 弥富市又八３－９１５－１４　メゾンＮＫ．Ａ 利用運送

㈱山春商事 山本忠史 名古屋市港区善進本町１８６　グランコート荒子川公園Ⅱ２０７ 利用運送

木暮浩之 西春日井郡豊山町大字豊場字沢口４２－１ 利用運送

（同）エスユーサービス 内海小夜子 藤枝市上藪田７５－２８ 利用運送

㈱Ｔ＆Ｓ 篠原高宏 桑名市和泉７２３－３ 利用運送

㈱ＳＭＡＲＴ 佐野拓也 名古屋市港区昭和町１４－２４ 利用運送

宮澤物流倉庫㈱ 宮澤喜晴 岐阜市宇佐南４－１－６ 利用運送

〈近畿運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

大阪燃料輸送㈱ 内藤千恵 南河内郡河南町大字一須賀４６２－１・１１３ 5

㈱ｍｏｔｏ 本江薫 泉佐野市大西１－１－４ 5

㈱サンスターライン 野瀬和宏 大阪市中央区安土町２－３－１３ 5

森田重量㈱ 深江正和 守口市菊水通３－７－１２ ５

㈱村本商事 村本一哉 大阪市東住吉区杭全２－１３－１０－９０４ 5

平田倉庫㈱ 河中亮太 枚方市南中振３－５－１６ 5

㈱宮川配送サービス 宮川吏史 尼崎市元浜町１－２１－２ 5

㈱森本商事 森本誠昭 和歌山市湊３－１３－１３ 6

今津町農業（協） 早川賢 高島市今津町日置前３５２ 5

㈲フリースタイルジャパン 石田信介 松原市天美我堂４－５－３６ 5

木村公亮 河内長野市上田町３０－２　１３１６ 5

栄伸開発㈱ 細川秀則 大阪市大正区鶴町１－１０－２ 5

㈱ＨＡＲＹＵロジ 徳山由基廣 東大阪市東鴻池町５－２－１８ ５

阪栄通運㈱ 刘彬 枚方市長尾谷町１－２４－１ 5

㈱西成商会 下田豊 大阪市西成区北津守１－５－１４ 5

アルファー・ケミカル㈱ 池辺充 貝塚市新井１３－２５ 5

㈱セブンオーシャン 御影実 大阪市中央区博労町４－２－３ 5

㈱大一興業 中安清 美方郡香美町小代区野間谷１５－３ 5

㈲紀北東生コン 山名章善 紀の川市尾崎９２－１ 7

㈱坂口 坂口毅 日高郡みなべ町晩稲１７０－６ 5

福本典章 桜井市大字外山１７２－１ 5

北谷商店㈱ 北谷寿輝 大和郡山市九条町１３５４－４ 5

〈中国運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱新倉運送 倉地崇之 岡山市中区関３０３－１１ 5

㈱猪木 猪木幸子 総社市井手５９１ 5

㈱ユーテック 岡本俊次 三次市西酒屋町１３５－１２ 5

㈱アース 林真吾 和気郡和気町田賀１２８－２ 5

㈱Ｂ・Ｐボデー 田中竜典 宇部市中野開作４３３－５ 5

河通コーポレーション㈱ 房安友洋 鳥取市青谷町養郷１２０－３４ 5

㈱ＣＯＣＯＣＡＲＡＴ 岡山市北区北長瀬本町８－２１ 利用運送

ＫＩＭ㈱ 東広島市八本松町篠６８９－３ 利用運送

大町泰三 防府市華城中央２－３－３０　メゾン華城Ｂ棟１０１ 利用運送
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新規許認可事業者


