
〈関東運輸局〉

事業者名 住所 車両数

㈲林運輸 茅ヶ崎市赤羽根１３２２－１ 5

㈱アルバトロス 平塚市寺田縄１０２４－１１ 5

㈱Ｗｏｎｄｅｒ　ＳＥＡＬｓ 小田原市栄町２－１３－１ 5

㈱共新 越谷市中島２－３４－２ 5

ＣＥ㈱ 千葉市中央区中央４－１２－９ 5

㈱光栄 さいたま市岩槻区東岩槻１－９－１４ 5

㈱ネオ・ラインエキスプレス さいたま市北区吉野町２－２２６ 5

㈱田村商事 戸田市氷川町１－１－９　サンヒカワフラッツ１０２ 5

㈱クエスト 横浜市港北区樽町３－６－３７ 5

㈱トップライン 石岡市若宮２－２－２６ 5

㈱タカレン 利根郡みなかみ町布施３４６－１ 5

㈱ＧＡＬＬＯＰ９ 豊島区東池袋３－９－２－４０１ 利用運送

㈱クアドラプラス 大田区西蒲田５－２７－１ 利用運送

㈱プロミネンス 八千代市大和田新田８０５－３０ 利用運送

㈱クリーンテクノサービス 川越市大塚１－２１－２ 利用運送

タスク・アクト物流㈱ 大田区蒲田本町２－１５－３ 利用運送

㈱ＡＳＫｕｓ 川崎市川崎区江川１－１１－１ 利用運送

ＪＰコミュニケーションズ㈱ 港区赤坂１－１４－１４ 利用運送

㈱ＡＬＴＥＱ 新宿区新宿１－８－１１ 利用運送

Ａ’ｓホールディングス㈱ さいたま市西区三橋６－１ 利用運送

㈱ＲｅｄＬｉｎｅ　Ｋｙｕｓｙｕ 守谷市大柏３６８－６ 利用運送

㈱Ａｃｔｉｏｎ 江戸川区東葛西５－１１－６－９０１ 利用運送

坂本孝紀 八千代市緑が丘西８－３－１０ 利用運送

佐藤良 野田市七光台３６７－１６ プリムローズ１０１ 利用運送

エムエルジー（同） 邑楽郡明和町新里７１６－８ 利用運送

〈北陸信越運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱ＭＣロジスティクス 小海貴由 魚沼市十日町３５２－１５ 8

称名土木㈱ 野澤竜太郎 中新川郡立山町辻１７ 7

㈱道發物流 田村莉菜 上伊那郡南箕輪村２０４５－１０ 5

〈中部運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱森商店 森孝彦 清須市朝日貝塚２３２ 5

ＭＯＲＥ運送㈱ 中園祐也 名古屋市港区小賀須２－１５０８ 5

㈱塚本運輸 塚本芳文 大府市追分町１－１－２０１ 5

（同）ＢｅｅＴｅｎ 服部光将 豊橋市大岩町字大穴１０６－１ 5

㈱美輝総業 勝矢美貴 みよし市福谷町蟹畑４１－２ 7

㈱ヤマモト 山本文洋 富士宮市山宮２３４４－３ 5

㈱アブファールト 中村恵美 亀山市菅内町１２１９－３ 5

㈱堀部組 堀部洋平 鈴鹿市東旭が丘４－４－１２ 5

㈱高木商店 高木義和 各務原市東山４－１－２ 5

蒲田建設㈱ 田丸正則 高山市奥飛騨温泉郷赤桶字平ノ下７４７ 5

㈱エムケイロジテム 森島克哉 羽島市竹鼻町狐穴３２８６－１０ 8

㈱西濃雪乳販 高田一 大垣市楽田町８－７９ 7

㈱夢花 林和典 関市上之保１８８８ 5

丸山物流㈱ 宮尾国敏 藤枝市岡部町岡部６－２６ スギモト２０２ 5

㈱ヒューマックス 冨永康夫 小牧市小木５－３７１－２ コーポオークス１０３ 5

田口建設㈱ 田口直 名古屋市港区小碓４－２２０ 8

令和物流㈱ 遠藤美由紀 北名古屋市九之坪葭田５４　２Ｆ 5

㈱ダブリュエストランスポート 七戸ウエンデル 名古屋市熱田区六野１－３－６ 5

㈱丸勝 川越勝雄 西尾市東幡豆町琵琶浦５５－７ 5

㈲穂岳 山本正樹 新城市大野字下楠６－１ 5

（同）ハリカ 川村智司 各務原市鵜沼宝積寺町３－６１ 利用運送

㈱守山施工 涌田雄平 名古屋市守山区大牧町２－２５　大牧ヒルズ９０５ 利用運送

㈱白陽商事 白井拓磨 豊橋市佐藤４－１５－４ 利用運送

生野文斗 名古屋市西区比良４－５６－６ 利用運送

㈲新興 竹内智治 半田市新居町６－１７７ 利用運送

健正興業㈱ 緒方正雄 尾張旭市東本地ケ原町４－１１０　６ 利用運送

㈱セキ 関隆之 名古屋市中川区清船町１－３ 利用運送

㈲ケーアイプロ 木﨑幸一郎 春日井市柏原町３－１２８ 利用運送

（同）ＩＳＳ 浅井幸子 名古屋市港区油屋町３－２８－３ 利用運送

㈱四季商事 甲斐宣子 西尾市永吉２－７７－３ 利用運送

㈱ＧｒａｎｄＡ 張翀赫 名古屋市昭和区広路通６－３　服部ビル１Ｆ 利用運送

大進輸送㈱ 髙倉大介 安城市尾崎町西向４５－１ 利用運送

〈近畿運輸局〉

事業者名 代表者名 住所 車両数

㈱ヒメコン 坂本博 姫路市香寺町中仁野４４６ 5

㈱光優建設 竹田后良 三田市南が丘２－２－７ 5

㈲柴田商店 松本利人 姫路市実法寺字五反田５７－１ 8

㈱竹野 竹野宗義 桜井市大字戒重２３９ 5

㈱礒谷総業 礒谷友里 大阪市鶴見区茨田大宮１－３－２７ 5

ＳＡＳＡＫＵＲＡ㈱ 笹　麗佳 神戸市北区京地２－２５－１３ 5

ウエストラージ㈱ 大西和也 京田辺市田辺棚倉５－３４ 5

㈱ＢＲＩＣＫ 橋本祐輔 伊都郡かつらぎ町萩原５６８－２ ５

㈲西山商事 西山晶子 京都市伏見区下鳥羽長田町１１０ 5

トライン㈱ 川﨑洋史 京都市伏見区羽束師古川町１２６－２９ 5

㈱ＺＥＲＯＰＬＵＳ 東浦涼 泉佐野市下瓦屋３０１ 5

㈱ＴＥＲＡ運送 小野寺利光 西宮市染殿町１０－３６ 5

栄心運輸㈱ 田中忍 大阪市東住吉区公園南矢田１－２９－７ 5

坂本重機㈱ 坂本広 東大阪市荒本新町７－２５－４０３ 5

㈱明陽運輸 中瀨明奈 淡路市大谷８９３－９ 5

㈱デザインアーク 辰巳嘉一 大阪市西区阿波座１－５－１６ 利用運送

大司運送㈱ 八島大地 大東市幸町２０－４ 利用運送

㈱エアパレロジ 安田昌生 栗東市蜂屋９５８ 利用運送

㈱横内商会 横内則和 吹田市南金田１－４－３９ 利用運送

新谷祐一 守口市佐太中町５－１６－５ 利用運送

竜美梱包運輸㈱ 西田功一 茨木市井口台１７－２ 利用運送

㈱讀宣運輸 中濱宏章 東大阪市西石切町６－５－３９ 利用運送

高橋徹 神戸市東灘区向洋町中７－１－５－７１８ 利用運送

㈱エムシード 石井道喜 尼崎市立花町１－２４－２３ 利用運送

㈱アイデックス 井手保 高槻市津之江町２－２２－９ 利用運送

㈱ＬＩＡＩＳＯＮ 田中由規 神戸市中央区脇浜町３－５－２０－３０８ 利用運送

㈱ＫＬＳ 駒月泰憲 野洲市吉地１３２０－３ 利用運送

㈱ＢＲＩＮＧ 河村拓実 大阪市中央区南船場４－１０－５ 利用運送

㈱Ｆ＆Ｓ 坂本潤子 寝屋川市仁和寺本町３－１３－２　メゾン仁和寺Ⅱ 利用運送

㈱オフィスエイト 酒井美佐江 大阪市東淀川区豊新４－１９－３０ 利用運送

㈱ダイコー 片野一弘 和歌山市梅原１３２－９ 利用運送

〈九州運輸局〉

事業者名 住所 車両数

浦田運送 京都郡みやこ町犀川下高屋７６３ 5

鎌田商運㈱ 嘉麻市漆生８９３－１ 7

信行トランスポーター㈱ 宮崎市田野町甲６００８－６　あいらんど田野Ａ棟２０５ 5

㈱寿 糟屋郡新宮町大字立花口７６３－１ 10

㈱晃和 大牟田市岬町６－１ 5

中野祐一 久留米市田主丸町竹野１８２１－２ 5

㈱フジカワ 飯塚市楽市１１５－３ 7

㈱一陸運 糟屋郡新宮町夜臼４－７－３ 7

㈱フェイス・アクト 福岡市東区香椎駅前２－８－１８－１１０５ 5

長﨑段ボール㈱ 諫早市幸町３８－２４ 5

㈱山勝トランスポート 人吉市西間上町２３５２－７ 6

㈱宮崎産業 合志市豊岡１６５５－１ 5

㈱ひかりライン 上天草市松島町教良木２６２８－２ 5

㈱雅工業 大分市大字迫９－１０６ 5

㈲福電サービス 宮崎市小戸町１０９ 8

㈱ＳＳ重機 姶良市西餅田１７７７－８ 5

ダイキューパレット運輸㈱ 宮若市小伏８－３ 株式会社福トラ物流内 利用運送

ゴールド㈱ 糟屋郡宇美町大字井野３６９－１１ 利用運送

㈱Ｂｅｅ　Ｗｏｒｋｓ 福岡市南区柏原２－１０－１４ 利用運送

㈱九州ファーム物流 伊佐市大口下殿字池ノ山１０２３－２７０ 利用運送

㈱ＡＬＬ 久留米市田主丸町長栖字前田５７２－２ 利用運送

㈱ＰＢＣ 糸島市志摩桜井４５５８－５ 利用運送

㈱愛運送 八代市郡築一番町２５６－３ 利用運送

新規許認可事業者


