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北海道 ネットワーク東北海道協同組合 0102-005 道東運輸株式会社 北海道帯広市西２３条北１－８－６ 0155-37-2151

北海道 ネットワーク東北海道協同組合 0102-009 有限会社たけむら 北海道河西郡芽室町東芽室基線１９－２４ 0155-62-6452

北海道 ネットワーク札幌協同組合 0103-009 伊勢運輸株式会社 北海道石狩市新港中央３－７６２－２ 0133-64-6171

北海道 ネットワーク札幌協同組合 0103-013 株式会社丸日日諸産業 北海道石狩市新港西１－７００－９ 0133-74-2244

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-001 株式会社北海小型運輸 北海道旭川市東鷹栖四線１０－９－４ 0166-58-7123

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-008 富良野通運株式会社 北海道富良野市朝日町１３－６ 0167-22-2131

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-010 有限会社おさ 北海道名寄市字徳田２７４ 01654-2-5138

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-013 株式会社サンテック 北海道旭川市北門町１８－２１５５－２ 0166-55-0200

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-015 日新運輸株式会社 北海道旭川市永山北２条８－１９ 0166-48-4006

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-016 旭川ロテック株式会社 北海道旭川市東鷹栖東１条１－１１９－８８ 0166-57-9977

北海道 ネットワーク苫小牧協同組合 0108-005 富士トラック株式会社　苫小牧営業所 北海道苫小牧市沼ノ端２－３４ 0144-55-0155

北海道 ネットワーク苫小牧協同組合 0108-007 幸和運輸株式会社 北海道苫小牧市新明町３－５－１３ 0144-55-8216

北海道 ネットワーク苫小牧協同組合 0108-012 岩倉海陸運輸株式会社 北海道苫小牧市新明町３－５－９ 0144-55-7373

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-001 丸一運輸株式会社 北海道砂川市西２条北２２－１－１ 0125-53-3131

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-003 三東商事株式会社 北海道砂川市豊沼町１ 0125-54-1311

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-006 有限会社誠和運輸 北海道樺戸郡新十津川町字弥生３－１５ 0125-76-2711

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-008 日豊運輸株式会社 北海道夕張郡長沼町東１線北１５ 01238-9-2021

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-015 株式会社工藤商事 北海道夕張郡栗山町桜丘１－１３０－５ 0123-72-1903

北海道 ネットワークフレンズ札幌協同組合 0111-002 株式会社ブラザー輸送 北海道札幌市東区北２８条東９－４０４－１１６ 011-741-3171

北海道 ネットワークフレンズ札幌協同組合 0111-003 株式会社戸田運輸 北海道千歳市上長都１０３９ 0123-23-2690

北海道 ネットワークフレンズ札幌協同組合 0111-005 株式会社たまき運輸 北海道札幌市東区中沼町２２５－１ 011-790-5888

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-014 白金運輸株式会社 岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘６９番地 0197-35-0112

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-019 白金運輸株式会社　国見営業所 福島県伊達郡国見町大字山崎字上亀田５－５ 024-585-5787

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-022 岩手東邦運輸倉庫株式会社 岩手県盛岡市羽場１０－１－３ 019-637-5953

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-023 青森東邦運輸倉庫株式会社　八戸支店 青森県八戸市北白山台２－１０－６ 0178-27-6311

東北 オール宮城運輸事業協同組合 0401-037 菅原産業細倉運輸株式会社　本社営業所 宮城県栗原市鶯沢袋島巡前４７－１ 0228-24-8630

東北 仙台港運送事業協同組合 0402-002 協和運輸倉庫株式会社 宮城県仙台市宮城野区港３－３－４ 022-385-5358

東北 仙台港運送事業協同組合 0402-009 東北流通運送株式会社 宮城県仙台市宮城野区港３－３－１５ 022-258-8121

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-017 船川港通運株式会社 秋田県秋田市土崎港西３－１３－２５ 018-857-1038

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-018 東邦運輸倉庫株式会社　秋田支店 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１－１１ 018-845-3665

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-019 有限会社ジャパンクリエートアグリ 秋田県湯沢市八幡字前田３ 0183-73-5563

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-020 羽後運送株式会社 秋田県秋田市向浜１－５－１６ 018-865-0233

東北 山形物流ネットワーク協同組合 0601-001 ＹＢＳサービス株式会社 山形県山形市鋳物町１８番地 023-644-1911

東北 山形物流ネットワーク協同組合 0601-003 株式会社丸市運送 山形県東根市大字野田７２４ 0237-47-0856

東北 山形物流ネットワーク協同組合 0601-008 株式会社エタニティ―・タイシン 山形県上山市久保手４００５－１０ 023-672-4450

東北 山形物流ネットワーク協同組合 0601-012 三星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４０ 022-258-7800

東北 福島物流ネットワーク協同組合 0701-003 株式会社丸や運送 福島県二本松市中里４７－１ 0243-22-0808

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-001 株式会社円谷運送店 福島県須賀川市滑川字池田１９１－１ 0248-72-0437

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-003 有限会社大原運送 福島県郡山市富田町字双又１０－７ 024-951-8466

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-008 福星運輸株式会社 福島県郡山市中野２－２８ 024-951-1678

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-010 大越運送株式会社 福島県田村市大越町上大越字上川原１００ 0247-79-2135

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-011 株式会社松栄商事 福島県東白川郡塙町大字常世北野字千本２２－１ 0247-43-0311

東北 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-013 株式会社帝北ロジスティックス 福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６ 024-558-6830

東北 いわきトラック事業協同組合 0704-006 新富運輸株式会社 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６０ 0246-56-1265

関東 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-007 大和陸運倉庫株式会社 茨城県つくばみらい市筒戸１８２３－１ 0297-52-3511

関東 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-012 ミヤウチ物流システム株式会社 茨城県水戸市平須町１５８－１９０ 029-212-3812

関東 物流ネットワーク栃木協同組合 0901-001 相良運輸株式会社 栃木県宇都宮市今宮４－５－３６ 028-684-2100

関東 物流ネットワーク栃木協同組合 0901-010 幸洋運輸株式会社 栃木県宇都宮市石井町３３７３－１ 028-657-7030

関東 物流ネットワーク栃木協同組合 0901-031 大沢運送有限会社 栃木県日光市大沢町１０８８－１ 0288-26-0333

関東 オール群馬トラックセンター協同組合 1001-073 三共運送株式会社 群馬県桐生市広沢町５－１４６６ 0277-54-4003

関東 太田地区運送事業協同組合 1002-016 有限会社フレンズ運送 群馬県太田市粕川町２５３－２５ 0276-60-7576

関東 太田地区運送事業協同組合 1002-023 株式会社諸田トラフィック 群馬県太田市小舞木町２０１－１ 0276-47-2081

関東 物流ネットワーク埼玉協同組合 1102-033 アイエス物流有限会社 埼玉県比企郡滑川町大字水房字坂之台７２０－２４ 0493-56-6660

関東 物流ネットワーク埼玉協同組合 1102-044 株式会社しんけん 埼玉県行田市若小玉１８９９－１ 048-555-5851

関東 入間地区トラック事業協同組合 1106-002 株式会社野村運送　宮寺営業所 埼玉県入間市宮寺４５２－９ 04-2934-7411

関東 東武運輸事業協同組合 1108-001 株式会社群馬ロジテム　千葉営業所 千葉県千葉市中央区中央港２－９－２ 043-441-8020

関東 東武運輸事業協同組合 1108-002 東武物流サービス株式会社　行田支店 埼玉県羽生市下新郷１６７－１ 048-558-1011

関東 東武運輸事業協同組合 1108-004 株式会社栃木ロジテム　南栃木物流支店 栃木県栃木市惣社町１６９５－１０ 0282-28-0070

関東 東武運輸事業協同組合 1108-005 株式会社群馬ロジテム　大泉営業所 群馬県邑楽郡大泉町仙石２－２５－１ 0276-20-3131

関東 東武運輸事業協同組合 1108-007 株式会社東海ロジテム　東京支店 東京都大田区平和島２－１－１　京浜トラックターミナル５号棟 03-5753-3305

関東 東武運輸事業協同組合 1108-008 株式会社東海ロジテム　袋井支店 静岡県袋井市小山１９２ 0538-42-4363

関東 東武運輸事業協同組合 1108-009 株式会社東海ロジテム　名古屋支店 愛知県小牧市外堀４－５１ 0568-72-2845
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関東 東武運輸事業協同組合 1108-010 株式会社東海ロジテム　大阪支店 大阪府大東市諸福７－４－４７ 072-875-2851

関東 東武運輸事業協同組合 1108-011 株式会社埼玉ロジテム　埼玉東支店 埼玉県南埼玉郡宮代町川端４－１３－３２ 0480-31-2611

関東 東武運輸事業協同組合 1108-012 株式会社埼玉ロジテム　越谷支店 埼玉県越谷市流通団地１－４－８ 048-988-1020

関東 東武運輸事業協同組合 1108-016 株式会社群馬ロジテム　本社営業所 群馬県館林市大谷町９８６－５ 0276-72-0194

関東 ネットワークロジ埼玉協同組合 1109-002 株式会社富士運輸倉庫 埼玉県吉川市大字土場２２１－１ 048-984-5000

関東 協同組合システムネット北千葉 1202-002 有限会社原運輸 千葉県市川市本行徳２５５４－４３ 047-353-5665

関東 協同組合ネットワーク東京 1303-012 東京共同ロジテム株式会社 東京都江東区東雲２－１２－２０ 03-3529-1341

関東 ウイング東京２１協同組合 1304-001 新寿堂運輸株式会社 東京都江東区枝川２－１８－１０ 03-5653-5590

関東 ウイング東京２１協同組合 1304-008 株式会社三星・運送 東京都調布市佐須町５－３－７ 042-483-4323

関東 ロジ東京協同組合 1305-001 株式会社塚腰運送 埼玉県所沢市下安松１５１０－３ 04-2951-0700

関東 ロジ東京協同組合 1305-022 自由ヶ丘運送有限会社 東京都目黒区緑ヶ丘２－６－１５ 03-3717-5126

関東 ロジ東京協同組合 1305-041 株式会社三葉運輸 東京都板橋区高島平６－２－９ 03-3939-0330

関東 首都圏物流ネット協同組合 1306-001 アイユーシー株式会社 埼玉県所沢市大字坂ノ下若水６３－１ 042-946-3611

関東 首都圏物流ネット協同組合 1306-008 ジーエスケイ株式会社 埼玉県朝霞市膝折町２－１２－４７ 048-452-6671

関東 首都圏物流ネット協同組合 1306-010 有限会社新和通商 神奈川県大和市福田４０５０ 046-269-2444

関東 東京トランスネット協同組合 1307-003 篠崎運輸株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区掛６５１－１ 048-749-7400

関東 ベイエイト東京物流ネット協同組合 1308-001 上昇運輸株式会社 東京都足立区南花畑４－３－２２ 03-3859-0061

関東 ベイエイト東京物流ネット協同組合 1308-009 東亜物流株式会社 東京都江戸川区一之江１－９－１３ 03-3674-8701

関東 ベイエイト東京物流ネット協同組合 1308-016 有限会社大澤組 東京都港区海岸３－６－４３ 03-3451-7725

関東 協同組合ネットワーク新潟 1502-001 魚沼陸送整備株式会社 新潟県魚沼市田戸２０７－２ 025-794-4346

関東 協同組合ネットワーク新潟 1502-007 株式会社陸送北越 新潟県長岡市飯塚２７０７－１ 0258-92-2455

関東 協同組合ネットワーク新潟 1502-010 飛鳥運輸株式会社 新潟県長岡市中之島８４６－１ 0258-66-0413

関東 新潟物流ネット協同組合 1503-001 マルハコーポレーション株式会社 新潟県新潟市西区山田２３０７－４０１ 025-232-1900

関東 新潟物流ネット協同組合 1503-002 新潟東港運輸株式会社 新潟県新潟市北区木崎３４２５－３ 025-386-7171

関東 新潟物流ネット協同組合 1503-017 マルハコーポレーション株式会社　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－１５－１６ 025-256-2551

関東 協同組合物流ネットワーク山梨 1901-003 株式会社新和運輸 山梨県南アルプス市桃園１５０２－１ 055-282-3250

関東 協同組合物流ネットワーク山梨 1901-007 韮崎本町運送株式会社 山梨県北杜市白州町鳥原２１９４ 0551-35-2266

東海北陸 石川中央ネットワーク協同組合 1702-014 株式会社ツカサ 石川県金沢市古府３－１０７ 076-249-2070

東海北陸 石川中央ネットワーク協同組合 1702-020 株式会社東崎倉庫運輸 石川県小松市佐美町２２５－２ 0761-43-0525

東海北陸 石川中央ネットワーク協同組合 1702-036 小前田運輸株式会社 石川県小松市工業団地１－１１１ 0761-23-1120

東海北陸 物流ネットワーク中部協同組合 2101-038 南濃商運有限会社 岐阜県海津市南濃町駒野５２０－１ 0584-57-2475

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-001 ウェルポート株式会社 静岡県浜松市東区白鳥町４９２－１ 053-422-5005

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-002 株式会社サンコーファースト 静岡県浜松市西区湖東町５８５０ 053-486-1416

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-003 鈴建輸送株式会社 静岡県浜松市北区初生町１３７２－２ 053-436-2560

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-007 フジセーレック株式会社 静岡県袋井市広岡１４９７－１ 0538-43-3585

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-014 森田物流システム有限会社 静岡県浜松市浜北区宮口３６３０－５ 053-580-1201

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-015 株式会社コトー 静岡県浜松市西区湖東町３５０６－１ 053-486-0888

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-016 株式会社サンワＮＥＴＳ　本店営業所 静岡県袋井市新池１０９５－１ 0538-43-3333

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-017 株式会社サンワＮＥＴＳ　浜松営業所 静岡県浜松市西区湖東町１９７０－７ 053-486-6060

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-018 株式会社サンワＮＥＴＳ　島田営業所 静岡県榛原郡吉田町神戸１１０２－１ 0548-32-0007

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-020 野島運送株式会社 静岡県浜松市北区大原町３７０－４ 053-437-1105

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-026 ドコス株式会社 静岡県浜松市南区新橋町２５０９－１ 053-444-3121

東海北陸 浜松ネットワーク協同組合 2202-029 株式会社マイシン　浜松東営業所 静岡県浜松市東区長鶴町２２４－１ 053-467-5155

東海北陸 愛知物流ネットワーク協同組合 2301-014 有限会社間瀬運送 愛知県常滑市金山字前田１０６ 0569-42-1359

東海北陸 愛知物流ネットワーク協同組合 2301-048 名古屋陸送株式会社 愛知県弥富市三稲１－４０ 0567-74-0810

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合 2302-014 河合商運有限会社 愛知県西尾市新在家町中土井１１－３ 0563-54-3795

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合 2302-018 羽塚運輸株式会社 愛知県西尾市羽塚町北側４５－１ 0563-59-8308

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合 2302-020 井川商会株式会社 愛知県岡崎市岡町字東神馬崎北側７－１ 0564-73-5507

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合 2302-022 大徳運輸株式会社 愛知県岡崎市生平町保毛２２－１ 0564-27-6111

東海北陸 協同組合トラストワーク東愛知 2303-013 株式会社マイシン 愛知県豊橋市神野新田町字トノ割１５－１ 0532-31-4610

東海北陸 中央愛知物流ネットワーク協同組合 2304-003 株式会社オリエント・サービス 愛知県春日井市下条町１２１２－１ 0568-85-2525

東海北陸 中央愛知物流ネットワーク協同組合 2304-008 名阪急配株式会社 愛知県春日井市東山町字東山２３４５－１９４６ 0568-44-1100

東海北陸 中央愛知物流ネットワーク協同組合 2304-010 株式会社陽光　犬山物流センター 愛知県犬山市羽黒新田米野東３－４ 0568-67-9051

東海北陸 中央愛知物流ネットワーク協同組合 2304-014 株式会社ランドキャリー 愛知県春日井市神屋町字地福１２６５－１ 0568-93-9301

東海北陸 物流ローカルネット名古屋協同組合 2306-001 株式会社愛南 愛知県名古屋市南区豊１－３２－１０ 052-692-5165

東海北陸 物流ローカルネット名古屋協同組合 2306-019 瀧ヶ花運送株式会社 福井県鯖江市下野田町７－４ 0778-62-0008

東海北陸 三重中央ネットワーク協同組合 2403-004 久居運送株式会社 三重県津市久居井戸山町東興１６－２ 059-255-5171

近畿 ネットワーク大阪協同組合 2702-009 株式会社中原運輸 大阪府東大阪市善根寺町４－７－３６ 072-986-1305

近畿 ネットワーク大阪協同組合 2702-012 ワールド運輸株式会社 大阪府東大阪市中新開１－３－１７ 072-967-7361

近畿 ネットワーク大阪協同組合 2702-049 下田運輸株式会社本社 大阪府交野市幾野４－２０－１ 072-892-1151

近畿 同友大阪運輸事業協同組合 2707-002 大阪此花運送株式会社 大阪府大阪市西淀川区福町１－１２－４０ 06-6473-2031

近畿 同友大阪運輸事業協同組合 2707-008 株式会社フジライン 大阪府堺市中区見野山２０９ 072-239-2801
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近畿 同友大阪運輸事業協同組合 2707-011 株式会社ナスコ 兵庫県伊丹市野間北３－３－１３ 072-784-5500

近畿 同友大阪運輸事業協同組合 2707-013 都南運送株式会社 大阪府大阪市大正区三軒家西２－６－４ 06-6962-7325

近畿 同友大阪運輸事業協同組合 2707-020 有限会社辻亀運送 大阪府大阪市北区中津４－９－１８ 06-6371-2223

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-002 大阪第一作業株式会社 大阪府門真市三ツ島６－２０－２ 072-886-1223

近畿 ローカルネットイースト大阪協同組合 2713-001 三協倉庫株式会社 大阪府守口市南寺方東通６－１６－２０ 06-6998-7041

近畿 協同組合ネットワーク淀川 2715-017 株式会社松元サービス 大阪府東大阪市本庄西３－９－１３ 06-6748-9100

近畿 協同組合物流大阪２１ 2720-016 吉田運送株式会社 大阪府大阪市東淀川区豊里７－３３－２３ 06-6329-7346

近畿 協同組合ネットワーク関西 2721-021 Ｊａｐａｎ　Ａｉｎａ　Ｅｘｐｒｅｓｓ有限会社 大阪府大東市三箇６－４２３ 072-800-3600

近畿 協同組合物流ネットサービス 2722-002 泉本運輸倉庫株式会社 大阪府堺市中区伏尾３７３ 072-277-6500

近畿 物流ネットワークシステム協同組合 2801-004 株式会社大木産業 兵庫県神戸市西区森友１－６６ 078-928-2766

近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-041 関栄運輸株式会社 兵庫県姫路市飾磨区入船町２－３ 079-234-4475

中国四国 協同組合岡山中央物流ネットワーク 3302-001 岡崎陸運株式会社 岡山県赤磐市南方６７１ 086-955-0344

中国四国 協同組合岡山中央物流ネットワーク 3302-004 大成運輸株式会社 岡山県倉敷市東塚３－１１－１２　 086-455-1224

中国四国 協同組合岡山中央物流ネットワーク 3302-016 東和運輸株式会社 岡山県岡山市南区福島３－１３－５ 086-264-2600

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-001 株式会社ネストロジスティクス 広島県広島市東区馬木７－１９８４ 082-883-0700

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-009 安佐運送株式会社 広島県広島市安佐北区安佐町久地２６８３－１６３ 082-810-3010

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-014 株式会社林運送 広島県広島市南区出島２－１３－９ 082-253-4000

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-020 株式会社ダイビン運送 広島県廿日市市永原６１５－１ 0829-74-3020

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-024 株式会社脇地運送 広島県広島市西区草津港２－４－２ 082-277-4545

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-033 広島急送株式会社 広島県広島市安佐北区口田町８７３－８ 082-842-6060

中国四国 ネットワーク福山事業協同組合 3403-002 佐藤重輸株式会社　本社営業所 広島県福山市南松永町４－５－５９ 084-934-1505

中国四国 ネットワーク福山事業協同組合 3403-003 佐藤重輸株式会社　福山支店 広島県福山市箕沖町１０５－１　 084-953-1505

中国四国 ネットワーク福山事業協同組合 3403-007 備福運送株式会社　三原 広島県三原市古浜２－１１－１４ 0848-63-2100

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-001 東海運株式会社 徳島県板野郡北島町中村字東中須１３－１ 088-698-1500

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-003 加茂谷運送株式会社 徳島県阿南市楠根町津越１８２ 0884-25-0231

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-004 共栄運送株式会社　北島共栄 徳島県板野郡北島町北村字東蛭子７４－２ 088-698-8850

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-005 志満や運送株式会社 徳島県阿南市橘町土井崎２９－１ 0884-34-2211

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-006 大輪総合運輸株式会社 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地１０２ 088-685-7277

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-009 阿波丸一運送株式会社 徳島県阿波市阿波町東原２０２－１ 0883-35-2513

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-014 大坪運輸有限会社 徳島県徳島市八万町大坪９１－５ 088-668-1215

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-016 東海運株式会社高松 香川県高松市朝日町６－５７１－３ 087-823-3811

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-023 株式会社セイワ運輸 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島２０８０－１ 0883-52-1745

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-003 株式会社朝日通商 香川県高松市国分寺町新名１５６６－１ 087-874-1770

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-007 林田物流株式会社 香川県坂出市林田町４２８５－１９８ 0877-47-1234

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-009 富士運送株式会社 香川県高松市国分寺町福家乙１－１ 087-874-1321

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-022 株式会社誠和運輸 香川県綾歌郡綾川町小野甲３８３－１ 087-876-1323

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-006 四国梱包運送株式会社 愛媛県新居浜市黒島１－１－１５ 0897-45-2000

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-007 株式会社あじふく 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０５４ 0898-72-2222

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-013 四国総合流通株式会社 愛媛県松山市西垣生町８０２－１０ 089-973-0801

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-016 丸回企業株式会社 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２２ 0894-22-4133

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-020 愛媛合同物流株式会社 愛媛県松山市勝岡町２４３ 089-979-0056

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-021 ＪＡえひめ物流株式会社本社営業１課 愛媛県松山市和気町１－５６０－２ 089-979-3333

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-022 ＪＡえひめ物流株式会社関東営業所 神奈川県厚木市緑ケ丘５－１８－２　㈱えひめ飲料　東京工場内 046-281-9333

中国四国 オールエヒメネットワーク協同組合 3802-014 有限会社右京運送 愛媛県新居浜市多喜浜６－６－８ 0897-67-1910

中国四国 オールエヒメネットワーク協同組合 3802-019 宇和島自動車運送株式会社 愛媛県松山市高岡町１８３－１ 089-973-6161

中国四国 高知物流ネットワーク協同組合 3901-001 中央運送株式会社 高知県南国市双葉台５－２ 088-862-3333

中国四国 高知物流ネットワーク協同組合 3901-002 株式会社共進工業 高知県南国市十市４４６５－１ 088-847-0150

中国四国 高知物流ネットワーク協同組合 3901-004 四建運輸商事株式会社 高知県高知市布師田字金山３９３６－１ 088-846-2255

中国四国 高知物流ネットワーク協同組合 3901-010 相互物流株式会社 高知県高知市大津甲６５４ 088-866-4747

中国四国 高知物流ネットワーク協同組合 3901-011 高知県第一運送株式会社 高知県高知市長浜５０３３－２１ 088-842-0101

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-001 甘木合同運輸株式会社 福岡県朝倉市牛木２９４ 0946-22-4111

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-033 山川運送株式会社 福岡県みやま市瀬高町松田１５ 0944-63-3400

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-001 宮田運送株式会社 福岡県行橋市西谷２０２－１ 0930-22-3320

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-003 緒方運輸有限会社 福岡県北九州市若松区南二島１－７－１ 093-791-2366

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-004 株式会社大安 福岡県北九州市八幡西区池田３－６－２４ 093-618-5010

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-014 有限会社ドリームコーポレーション 福岡県北九州市八幡西区夕原町５－５ 093-644-7788

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-016 有限会社内本開発 福岡県北九州市小倉北区末広２－３－１３ 093-512-7777

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-019 福岡ロジテック株式会社 福岡県粕屋郡宇美町井野２２９－１ 092-932-5800

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-023 株式会社アイエヌライン 福岡県築上郡吉富町直江６５６－１ 0979-33-7662

九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合 4002-027 株式会社アイエヌライン　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－５－２ 093-481-2742

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-001 株式会社ニシヒロ 福岡県福岡市東区蒲田２－３８－２０ 092-691-6118

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-003 毛利運送株式会社 福岡県福岡市博多区吉塚５－９－２５ 092-611-3231
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九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-012 ソーワトランスポート株式会社 福岡県古賀市青柳１１４４－１９ 092-942-7665

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-013 有限会社孝和運輸 福岡県糟屋郡志免町南里７－８－３０ 092-935-6611

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-015 ティックトランスポート有限会社 福岡県福岡市博多区上牟田１－１１－１６ 092-472-9870

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-022 株式会社ニシヒロ　ロジステーション 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９９１－１ 092-663-6600

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-023 株式会社ニシヒロ　北九州営業所 福岡県北九州市若松区北湊町１０－１ 093-751-2416

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-026 丸徳運送株式会社 福岡県福岡市城南区七隈２－１－７２ 092-871-6544

九州沖縄 協同組合とびうめ倶楽部 4005-001 株式会社長野トランスポート 福岡県朝倉市宮野２１４５ 0946-52-3213

九州沖縄 協同組合とびうめ倶楽部 4005-005 株式会社ネオトランスライズ 福岡県朝倉市平塚１０８５－７ 0946-24-3595

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-002 有限会社開成運送 佐賀県杵島郡白石町大字福富４１７８－１ 0952-87-3655

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-007 肥前通運株式会社 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０ 0952-25-2241

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-008 三共運輸株式会社 佐賀県杵島郡白石町大字福富２４２ 0952-87-3581

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-001 株式会社永井運送 熊本県宇城市松橋町曲野２９４２－１ 0964-32-7315

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-002 熊本交通運輸株式会社 熊本県上益城郡益城町平田２２４０－１ 096-286-2304

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-004 株式会社内田陸運 熊本県阿蘇郡西原村大字布田１１６９－６ 096-279-3333

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-005 株式会社高森運送 熊本県熊本市東区平山町２９８６－４０ 096-388-1501

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-028 城東運輸倉庫株式会社 熊本県菊池郡大津町大字森字居島８３１－１ 096-293-0700

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-033 株式会社ＡＺＵＭＡ 熊本県上益城郡嘉島町大字井寺２２５－１ 096-237-2378

九州沖縄 都城トラック団地協同組合 4501-002 株式会社フェニックス急行 宮崎県都城市上水流町８１８－３ 0986-36-1250

九州沖縄 都城トラック団地協同組合 4501-003 株式会社新生運輸 宮崎県都城市上水流町８１８－７ 0986-45-3380

九州沖縄 都城トラック団地協同組合 4501-015 宮崎幸和運輸有限会社 宮崎県都城市上水流町８１８ 0986-36-1181

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-003 セイコー運輸株式会社 鹿児島県鹿児島市谷山港２－５－３２ 099-262-2311

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-004 田代運送株式会社 鹿児島県薩摩川内市中郷町２２８３ 0996-22-2297

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-014 安全産業株式会社 鹿児島県鹿児島市谷山港２－１－６ 099-298-1212

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-017 株式会社グローバルライン 鹿児島県南さつま市金峰町尾下１５３０－１ 0993-77-0020
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