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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 0102-006 マルハチ急行株式会社 北海道帯広市西２４条北２－５－６１ 0155-37-5888

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 ネットワーク札幌協同組合 0103-020 共通運送株式会社 北海道北広島市輪厚４３１番地３ 011-804-4040

北海道 ネットワーク札幌協同組合 0103-032 丸三興業株式会社 北海道江別市工栄町２２－７ 011-384-6965

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 0166-26-1000

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丁目２１５５－２ 0166-55-0200

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-014 西尾運送有限会社 北海道士別市下士別町４５線東２ 0165-23-1657

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丁目１１９－８８ 0166-57-9988

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-019 株式会社北昌運輸 北海道旭川市東鷹栖４線１０－９－４ 0166-85-3332

北海道 ネットワーク旭川協同組合 0105-021 アイアイ引越センター株式会社 北海道旭川市永山１条１－１－６０ 0166-25-3332

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 ネットワーク苫小牧協同組合 0108-016 大同運輸株式会社 北海道小樽市手宮１－３－１ 0134-25-4444

北海道 ネットワーク道央協同組合 0109-026 株式会社ジャスト・カーゴ 北海道石狩市新港中央２－７５７－１３ 0133-64-6531

北海道 ネットワーク道央協同組合 0109-030 株式会社米澤通商札幌支店 北海道恵庭市戸磯６０４ 0123-35-1818

北海道 ネットワーク道央協同組合 0109-032 太陽運輸株式会社本社営業所 北海道北広島市大曲２５５－３ 011-377-5602

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 0110-010 対馬運送株式会社 北海道美唄市字美唄１３９４－１４ 0126-63-4131

北海道 ネットワーク空知協同組合 0110-014 有限会社ゆうせい運輸 北海道夕張郡栗山町字旭台１－９９ 0123-72-1722

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 0123-23-2669

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

北海道 ネットワークフレンズ札幌協同組合 0111-022 北海道郵便逓送株式会社 北海道札幌市東区東雁来七条３－１－１ 011-792-8610

東北 ネットワーク青森協同組合 0202-001 株式会社協和輸送 青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０ 0172-62-1200

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-001 白金運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町平林９８－２ 0197-67-6111

東北 物流ネットワークオール岩手協同組合 0302-013 株式会社岩手中央運輸 岩手県北上市堤ヶ丘１－１０－２０ 0197-63-8111

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 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 0401-007 株式会社大昇物流 宮城県大崎市古川桜の目字新下釜２２８ 0229-28-1700

東北 オール宮城運輸事業協同組合 0401-019 株式会社あさひ運輸商事 宮城県登米市迫町北方字五番江１３４－１ 0220-22-1678

東北 オール宮城運輸事業協同組合 0401-031 株式会社志波姫運輸 宮城県栗原市築館字照越古屋敷６５－１ 0228-22-6345

東北 オール宮城運輸事業協同組合 0401-036 株式会社大昇物流石田物流センター 宮城県大崎市古川清水字三丁目石田２４－５ 0229-36-2770

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３－３－１５ 022-259-5977

東北 仙台港運送事業協同組合 0402-014 株式会社ネストロジスティクス仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－６－６ 022-355-7581

東北 仙台港運送事業協同組合 0402-015 ＹＢＳサービス株式会社仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区苦竹４－３－１（仙台トラックターミナル内） 022-782-1851

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-005 有限会社北國急行 秋田県湯沢市高松字中村１５１－２ 0183-79-2882

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-011 千歳運送有限会社 秋田県湯沢市岡田町１７－７ 0183-73-4180

東北 秋田物流ネットワーク協同組合 0501-013 株式会社ダイニチ 秋田県能代市能代町字下浜１－２ 0185-52-1300

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 0501-022 株式会社秋田物流 秋田県湯沢市山田字福島開２５９－７ 0183-78-1212

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１８ 023-644-1911

東北 山形物流ネットワーク協同組合 0601-002 三星運輸株式会社本社営業所 山形県東根市大字蟹沢１９３６ 0237-43-3712

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 山形県東根市野田７２４ 0237-48-8107

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ータイシン 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 日本海物流ネットワーク協同組合 0602-021 株式会社日本海運輸 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野南山９３－２ 0234-76-2455

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 福島物流ネットワーク協同組合 0701-006 有限会社ハシコー梱包運輸 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡４１－３ 0248-62-6209

東北 福島物流ネットワーク協同組合 0701-017 本宮運輸有限会社 福島県郡山市西田町鬼生田字菅野沢３０２－３ 024-981-0330
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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 0702-005 有限会社小山運送 福島県須賀川市横山町１５－３ 0248-75-1157

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 0702-009 丸永運送株式会社 福島県西白河郡矢吹町北町６８－１ 0248-44-3456

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 郡山ネットワークサービス協同組合 0702-016 株式会社北海興業 福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前４９－１ 0247-78-3795

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 0801-003 ヨシアース株式会社 茨城県坂東市長須２１９２－１ 0297-36-0001

関東 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-006 下館陸運株式会社 茨城県筑西市玉戸１０００－４ 0296-28-3411

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 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-018 株式会社日硝ハイウェー土浦営業所 茨城県土浦市木田余字一丁田台４５９８－４ 029-824-7626

関東 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-020 猿島運送株式会社 茨城県坂東市沓掛２３３９ 0297-44-2157

関東 協同組合物流ネットワーク茨城 0801-025 ファーストライナー株式会社 茨城県水戸市平須町２３５－４１ 029-244-6633

関東 ロジスティック西茨城協同組合 0802-003 有限会社桜井運輸 茨城県古河市高野９０３－１ 0280-92-3188

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 物流ネットワーク栃木協同組合 0901-069 株式会社日本引越センター 栃木県河内郡上三川町鞘堂５１－１ 0285-52-0888

関東 物流ネットワーク栃木協同組合 0901-075 株式会社鬼怒川運輸 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７９６－８ 0282-86-0693

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 埼玉中央輸送協同組合 1101-003 有限会社遠忠屋運輸 埼玉県鴻巣市加美１－３－３６ 048-541-0174

関東 埼玉中央輸送協同組合 1101-007 小辻運送株式会社 埼玉県熊谷市広瀬５４５－９ 048-524-0535

関東 埼玉中央輸送協同組合 1101-008 セイコー運輸株式会社 埼玉県大里郡寄居町末野１７９６－１ 048-581-5767

関東 埼玉中央輸送協同組合 1101-010 株式会社斎藤運輸 埼玉県蓮田市井沼４７８－１ 048-766-1000

関東 埼玉中央輸送協同組合 1101-011 株式会社サンラインコーポレーション 埼玉県深谷市山崎３９５－１ 0495-77-1791

関東 埼玉中央輸送協同組合 1101-029 有限会社豊栄流通サービス 埼玉県熊谷市広瀬１２８－１ 048-523-1556

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　加須営業所 埼玉県加須市志多見字林之中１４８６－３ 0480-37-7826

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２１０９－１ 04-2934-7411

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 埼玉県吉川市土場２２１－１ 048-984-5000

関東 印旛トラック事業協同組合 1201-017 株式会社池田自動車運輸 千葉県印旛郡栄町矢口神明２－３－６ 0476-95-0010

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 物流ネットワーク多摩協同組合 1301-003 株式会社ナガオ 埼玉県所沢市東所沢和田１－９－５ 04-2945-5612

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 1304-007 株式会社トートラ 東京都練馬区豊玉中３－１２－３ 03-5946-3441

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 埼玉県所沢市新郷２０５－３ 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　所沢流通センター 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　アサカドラッグセンター 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 ロジフォワード株式会社 神奈川県大和市福田４０５０ 046-269-2444

関東 首都圏物流ネット協同組合 1306-032 アイユーシー株式会社　成田流通センター 千葉県成田市多良貝２４５－１６１ 0476-73-5231

関東 首都圏物流ネット協同組合 1306-035 アイユーシー株式会社　本社営業所 東京都杉並区上井草２－２－２ 03-5311-1611

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 1502-005 新潟三和運輸株式会社 新潟県新潟市南区東萱場２１１１ 025-375-2070

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 協同組合ネットワーク新潟 1502-028 株式会社ニシヒロ北信越支社新潟営業部 新潟県新潟市西蒲区遠藤１８０６－５ 0256-70-5050

関東 新潟物流ネット協同組合 1503-001 株式会社マルハコーポレーション 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 1503-016 新潟陸運株式会社 新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９４２－３ 025-275-4577

関東 新潟物流ネット協同組合 1503-017 株式会社マルハコーポレーション　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町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
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関東 協同組合物流ネットワーク長野 2001-008 信幸運輸株式会社 長野県長野市篠ノ井杵淵１２１－８ 026-299-8311

関東 協同組合物流ネットワーク長野 2001-013 中部陸運株式会社 長野県上田市下塩尻７５－３ 0268-24-4403

関東 協同組合物流ネットワーク長野 2001-014 株式会社タケウチライン 長野県岡谷市若宮２－５－１ 0266-78-4148

関東 協同組合物流ネットワーク長野 2001-019 中村陸送株式会社 長野県長野市下氷鉋１－９－１ 026-284-2751

関東 協同組合物流ネットワーク長野 2001-024 株式会社日翔通商 長野県長野市市場１－２ 026-219-5888

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 2101-033 中部高速運輸株式会社 愛知県小牧市三ツ渕南播州１２４３－１ 0568-75-2106

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 静岡物流ネットワーク協同組合 2201-012 株式会社マーリス 静岡県浜松市西区桜台１－５－１ 053-437-0136

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 053-486-2121

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３６３０－５ 053-588-1201

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 2202-026 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　浜松営業所 静岡県浜松市東区中里町７１２ 053-423-0039

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 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 物流ネットワーク三河協同組合 2302-023 丸共通運株式会社 愛知県碧南市浜町２－１３ 0566-42-1160

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合 2302-024 東和物流株式会社 愛知県碧南市志貴崎町５－２２ 0566-48-6282

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 0532-34-2525

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 物流ローカルネット名古屋協同組合 2306-021 有限会社イソショウ 愛知県大府市梶田町２－１１ 0562-47-7223

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字東興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 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 06-6471-9643

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

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 2707-020 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 ローカルネットオール大阪協同組合 2708-001 奄美コーポレーション株式会社 大阪府大東市三箇６－１－８ 072-871-1828

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 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-010 株式会社シンワ・アクティブ 大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９ 072-654-0172

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-011 千里運輸株式会社 大阪府摂津市鶴野３－６－１１ 072-638-2301

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-016 西村梱包倉庫株式会社　大阪営業所 大阪府高槻市上牧南駅前町９－２ 072-669-6481

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-040 摂津運輸株式会社 大阪府摂津市別府３－１５－３ 06-6349-2261

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-045 畑中運輸建設株式会社 大阪府箕面市栗生間谷西３－２３－１０ 072-729-2197

近畿 ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 2711-047 株式会社平田商事　高槻営業所 大阪府高槻市野田３－３２－１３ 072-739-1170

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 ローカルネットイースト大阪協同組合 2713-008 松潮物流株式会社 大阪府門真市三ツ島６－２２－２３ 072-886-1185

近畿 ローカルネットイースト大阪協同組合 2713-009 丸長運送株式会社 大阪府河内長野市上原西町９－３ 0721-52-2845

近畿 ローカルネットイースト大阪協同組合 2713-014 株式会社吉良 大阪府守口市南寺方東通６－６－５ 06-6997-0381

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 サウス大阪物流協同組合 2719-019 有限会社拓海ロジリューションエクスプレス 大阪府摂津市鶴野４－１０６ 072-638-2626

近畿 サウス大阪物流協同組合 2719-020 株式会社佳田トランスポート 兵庫県西宮市今津野田町５－５ 0798-39-0688

近畿 サウス大阪物流協同組合 2719-031 株式会社Ｊ－ＬＥＸ関西 兵庫県三木市吉川町吉安８７７－３１ 0794-72-0494

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 06-6236-7346

近畿 協同組合ネットワーク関西 2721-021 Ｊａｐａｎ　Ａｉｎａ　Ｅｘｐｒｅｓｓ有限会社 大阪府門真市四宮２－１０－１５ 072-800-3600

近畿 協同組合ネットワーク関西 2721-022 浅田運輸有限会社奈良営業所 奈良県生駒市北田原町１１２７－１ 0743-70-1081

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
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近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-002 黒田運輸株式会社 兵庫県姫路市飾東町豊国２４９－１ 079-252-8300

近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-004 谷井運輸株式会社 兵庫県姫路市飾磨区今在家１１２５ 079-234-3531

近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-005 株式会社新宮運送 兵庫県たつの市新宮町大屋６６８番地の１２ 0791-75-1212

近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-008 堀江運送株式会社 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖２０９７－２ 079-272-1221

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

近畿 物流ネットワーク播磨協同組合 2803-044 株式会社龍野塩回送店 兵庫県たつの市揖西町小畑字亀ヶ坪９５－２ 0791-66-2255

近畿 協同組合物流ネットワーク阪神 2804-009 ジャパントラック大阪株式会社 兵庫県宝塚市山本南１－１９－１８ 0797-80-3300

近畿 協同組合物流ネットワーク阪神 2804-029 株式会社ジャパンウエストトラフィック 兵庫県伊丹市荻野８－１６ 072-778-4848

中国四国 山陰物流ネットワーク協同組合 3201-004 安来運送株式会社 島根県安来市赤江町１９０３ 0854-28-6767

中国四国 山陰物流ネットワーク協同組合 3201-008 中部貨物有限会社北栄営業所 鳥取県東伯郡北栄町東園１７５－１ 0858-37-5678

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 3302-002 株式会社光運送 岡山県岡山市中区江崎２７７－１ 086-200-3010

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 3302-006 弘栄産業株式会社 岡山県倉敷市松江３－３－２５ 086-455-1139

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 岡山南運輸事業協同組合 3303-006 荒木運輸倉庫株式会社 岡山県岡山市中区倉富３５３－１ 086-274-3355

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 3402-011 日光陸運株式会社 広島県広島市安佐南区八木１－１３－１１ 082-873-7007

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 3402-019 株式会社オキマストランスポート 広島県廿日市市下平良２－１－７７ 0829-32-7700

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 3402-023 株式会社奈良運送 広島県呉市広多賀谷２－６－２０ 0823-73-3355

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 3402-026 大栄運輸株式会社黒瀬営業所 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国４３１－２ 0823-70-4114

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合 3402-030 カープトラック株式会社 広島県広島市佐伯区石内上１－７－８ 082-941-5488

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 広島物流ネットワーク協同組合 3402-041 西本急送株式会社 広島県広島市安佐南区伴南２－５－２１ 082-849-1010

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 3403-004 佐藤重輸株式会社東広島営業所 広島県東広島市志和町奥屋流田１０６６－１ 0824-33-3838

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　三原営業所 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 3601-010 ますや急配株式会社 徳島県徳島市新浜町１－１－１ 088-662-0056

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-013 にしき運送株式会社本社営業所 徳島県徳島市下町本丁２０２ 088-644-0059

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６－５７１－３ 088-698-1500

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-019 有限会社古川運送 徳島県阿南市福井町吉谷５４－１ 0884-34-3078

中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島 3601-020 新居建設運輸株式会社 徳島県徳島市金沢２－２－７２ 088-664-2371

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１５６６－１ 087-874-6115

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 3701-011 港運送株式会社 香川県坂出市江尻町１－１３０ 0877-46-5138

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-016 四国倉庫株式会社 香川県三豊市詫間町大字詫間６８２９－９ 0875-83-8650

中国四国 香川物流ネットワーク協同組合 3701-026 大川陸運株式会社 香川県高松市朝日町５－１４－４ 087-823-3666

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-002 金生運輸株式会社 愛媛県四国中央市川之江町４１２１－９ 0896-58-4356

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 3801-010 渦潮運送株式会社 愛媛県今治市長沢甲１２５４－１ 0898-48-5505

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８０２－１３ 089-973-0801

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-015 城戸運送有限会社 愛媛県大洲市東大洲１８１８－１ 0893-25-0224

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 3801-019 城戸運送有限会社春賀営業所 愛媛県大洲市春賀５７８ 0893-26-1016

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 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５－１８－２ 046-281-9333

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-023 愛媛急配株式会社 愛媛県西予市野村町野村９－１４ 0894-72-0062

中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-027 金生運輸株式会社広島営業所 広島県三次市南畑敷町８７０－３９ 0824-63-4678
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中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合 3801-034 小冨士運送株式会社 愛媛県松山市安城寺町７２９－１ 089-978-3077

中国四国 オールエヒメネットワーク協同組合 3802-001 宇和島倉庫株式会社 愛媛県宇和島市弁天町１－３－１９ 0895-23-0936

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 オールエヒメネットワーク協同組合 3802-021 南豫通運株式会社 愛媛県宇和島市築地町１－６－２１ 0895-22-5444

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 高知県南国市十市字遅越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 4001-002 浮羽運輸株式会社 福岡県うきは市吉井町千年９６－１ 0943-75-3171

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-007 福岡運輸株式会社 福岡県福岡市博多区空港前２－２－２６ 092-621-0210

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-019 株式会社下川運送 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３７０４－１６ 0942-77-5180

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-026 株式会社チクホー 福岡県久留米市東合川１－３－１６ 0942-40-8355

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-027 サン・ロジテム株式会社 福岡県朝倉市馬田６５５ 0946-21-3993

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 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-039 石橋工業有限会社 佐賀県鳥栖市松原町１８０２－３ 0942-82-3774

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合 4001-040 ニッポンロジ株式会社 福岡県福岡市東区蒲田２－３８－３ 092-691-2571

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 4002-002 田村運輸株式会社 福岡県京都郡苅田町大字苅田字大磯１１０５－５ 093-434-4937

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 4002-007 株式会社丸勢運輸 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸５－３ 093-511-1235

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 4002-017 株式会社テラヤマ倉庫運輸 山口県山口市陶１１５３－７ 083-972-5178

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 4002-024 福岡ロジテック株式会社　関東営業所 茨城県ひたちなか市田彦１２６０－３ 029-354-8665

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

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-004 西福運送株式会社 福岡県古賀市青柳町４２２ 092-944-5511

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-006 九州大栄陸運株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－２４ 092-641-6261

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 福岡県粕屋郡志免町南里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 4003-017 有限会社大盛運送 福岡県福岡市東区箱崎埠頭５－１－１９ 092-651-8201

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-020 江崎商運株式会社 福岡県粕屋郡宇美町障子岳南５－８－１８（宇美営業所内） 092-934-1169

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 4003-024 株式会社ニシヒロ　北関東営業所 茨城県つくばみらい市板橋２８４４－９７ 0297-20-7771

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 協同組合オッショイ博多 4003-028 株式会社大生運送 福岡県粕屋郡新宮町大字的野香ノ木７４１－２５ 092-963-1055

九州沖縄 協同組合オッショイ博多 4003-032 株式会社ネストロジスティクス福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋６４２－１ＤＰＬ福岡糟屋３０３号 092-409-7168

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-001 三和ロジコム株式会社 福岡県八女市今福１０６１－１ 0943-24-1159

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-004 株式会社柳川合同 福岡県柳川市西浜武４７５－２ 0944-74-1111

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-013 株式会社古賀物流 福岡県筑後市常用１１０２－１ 0942-65-7757

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-015 柳川運輸株式会社 福岡県柳川市田脇１７４－１ 0944-74-1313

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-024 有限会社大津山運送 福岡県みやま市山川町北関５６０－６ 0944-67-1121

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-025 株式会社大窪商店　福岡営業所 福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５７ 0943-32-8808

九州沖縄 ロジテック福岡協同組合 4004-026 柳川合同ロジ有限会社 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１７０６－２ 0942-77-5700

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 0946-24-3495

九州沖縄 協同組合とびうめ倶楽部 4005-009 株式会社花田運送 福岡県福岡市東区松島６－１４－３１ 092-292-3330

九州沖縄 協同組合とびうめ倶楽部 4005-021 株式会社九州アイエヌライン　鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市轟木町１８３４－１ 0942-84-1162

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 4102-003 田口運送株式会社 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲３４４８－１ 0954-66-2108

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-004 株式会社東西運輸 佐賀県多久市東多久町大字別府３５０２－１ 0952-76-2930

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-006 株式会社ロジコム 佐賀県三養基郡上峰町前牟田１５９６－１ 0952-53-5703

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横手７２８－１ 0952-84-6620

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-009 理研運輸株式会社 佐賀県佐賀市駅前中央３－５－１６ 0952-30-5661
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九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-015 波多津運輸有限会社 佐賀県伊万里市波多津町辻５４８２－１ 0955-25-0828

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-016 伊万里運輸株式会社 佐賀県伊万里市二里町八谷搦６２７－６ 0955-23-3424

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-017 有限会社大川運送 佐賀県伊万里市大川町立川７４０ 0955-29-2053

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-019 有限会社黒川運輸 佐賀県伊万里市黒川町大黒川１４２３－６ 0955-27-1320

九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合 4102-020 株式会社ハラダ物流 佐賀県神埼市神埼町尾崎４０９３－６ 0952-53-1105

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 4301-011 株式会社誠信運輸センター 熊本県宇城市松橋町西下郷３８７９ 0964-33-3860

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-012 有限会社玉名急配運送店 熊本県玉名市岱明町野口１６ 0968-74-1171

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-016 城南貨物株式会社 熊本県熊本市南区城南町舞原７４－２ 0964-28-3202

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 4301-030 熊本旭運輸株式会社 熊本県上益城郡益城町大字広崎１４８０－１ 096-286-8811

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-032 株式会社永井運送広島営業所 広島県三次市下志和地町１００－３ 0824-67-3169

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 熊本輸送団地協同組合 4301-035 株式会社ネストロジスティクス　熊本営業所 熊本県上益城郡御船町高木２１２３ 096-282-6750

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-036 株式会社永井運送熊本輸送団地営業所 熊本県上益城郡益城町古閑１２９－８ 096-286-8600

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-037 福岡熊交株式会社 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２９０４－７ 092-652-3636

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-038 株式会社ランテック熊本支店 熊本県上益城郡益城町大字古閑１２９－５ 096-286-8677

九州沖縄 熊本輸送団地協同組合 4301-039 三和工業有限会社 熊本県宇城市松橋町久具１６１３ 0964-33-3252

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-001 熊本通運株式会社 熊本県熊本市北区植木町亀甲字堀之内４３７－４ 096-273-6901

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-002 株式会社九州アイエヌライン 熊本県菊池郡大津町大字杉水７０３－１ 096-213-4662

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-003 株式会社ニシヒロ熊本営業所 熊本県上益城郡甲佐町白旗１８６５－５ 096-234-5777

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-004 株式会社ＮＡＧＡＮＯ　ＬＩＮＥ 熊本県宇城市小川町江頭５７ 0964-43-1171

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-005 株式会社ヤクシン運輸大分営業所 大分県大分市大字志村４３４－５ 097-547-8088

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-006 株式会社ヤクシン運輸熊本 熊本県熊本市東区小山３－７－１６ 096-380-8598

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-008 株式会社天水 熊本県玉名市天水町小天７２６２ 0968-82-4110

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-009 株式会社白馬物流 熊本県熊本市東区戸島町４０８－１ 070-1420-6618

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-010 熊本太陽運輸株式会社 熊本県熊本市北区下硯川２－９－１ 096-322-2031

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-011 有限会社丸喜運送人吉営業所 熊本県人吉市願成寺町下浦田１４１１－８ 0966-24-5110

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-012 原武運送有限会社 福岡県久留米市三潴町福光字小池３２４－３ 0942-64-5033

九州沖縄 協同組合火の国倶楽部 4302-013 熊本通運株式会社松橋支店 熊本県宇城市松橋町両仲間字小花１４９８－１ 0964-32-2151

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-001 株式会社鶴見 大分県別府市鶴見６７－２ 097-578-7555

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-002 丸高産業運輸株式会社 大分県大分市向原西１－７－３９ 097-552-1767

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-003 有限会社玖珠運送 大分県玖珠郡九重町右田２００６－３ 0973-73-3003

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-004 株式会社北大 大分県大分市大字大在２ 097-592-4646

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-005 株式会社テクノ 大分県国東市安岐町下原１３８３－２ 0978-67-2474

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-008 株式会社鶴見　北九州営業所 福岡県北九州市門司区新門司北１－１０－１ 093-342-9275

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-009 株式会社鶴見物流 大分県日田市大字石井７９３－７　 0973-22-1425

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-011 東九運輸有限会社 大分県宇佐市北宇佐１６１９－１　 0978-37-0373

九州沖縄 大分物流ネットワーク協同組合 4402-012 さくら運輸株式会社大分営業所 大分県大分市大字種具１３９４－１ 097-528-1214

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８１８－１１ 0986-36-1181

九州沖縄 宮崎物流ネットワーク協同組合 4502-002 有限会社コア物流 宮崎県宮崎市大字本郷北方２７６４－２ 0985-59-1720

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 4601-007 株式会社昭和貨物 鹿児島県鹿児島市南栄３－９ 099-263-3011

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

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-021 株式会社エスライン九州 鹿児島県鹿児島市錦江町７－４ 099-226-1066

九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合 4601-022 牧迫運輸株式会社 鹿児島県鹿児島市南栄３－６－２ 099-266-0095
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