
営業所名 営業所住所 電話番号

札幌通運　札幌支店 北海道札幌市白石区流通センター5-1-10

札幌通運　滝川営業所 北海道滝川市流通団地3-7-21

札幌通運　苫小牧支店 北海道苫小牧市新明町3-2-4

札幌通運　旭川支店 北海道旭川市永山北1条7-38

札幌通運　函館支店 北海道函館市西桔梗町589函館流通ｾﾝﾀｰ内

札幌通運　十勝支店 北海道河西郡芽室町東芽室北一線22-7

札幌通運　北見支店 北海道北見市東相内町108

札幌通運　紋別営業所 北海道紋別市渚滑町元新5-45-27

札幌通運　釧路支店 北海道釧路市星ヶ浦南2-1-18

武蔵貨物　八戸支店 青森県八戸市桔梗野工業団地2-7-1 0178-28-2641

武蔵貨物　青森支店 青森県青森市大字合子沢松森259-15 017-728-0634

武蔵貨物　弘前営業所 青森県弘前市境関亥の宮15-4 0172-27-8854

武蔵貨物　一ノ関営業所 岩手県一関市赤荻字堺83-2 0191-25-4331

武蔵貨物　水沢営業所 岩手県奥州市台町3-39 0197-24-6151

武蔵貨物　北上支店 岩手県北上市相去町大松沢1-49 0197-67-3136

武蔵貨物　盛岡支店 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第７地割310 019-611-1670

武蔵貨物　釜石営業所 岩手県釜石市上中島町4-3-7 0193-23-7517

武蔵貨物　仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁目字南98-2 022-288-5525

武蔵貨物　横手支店 秋田県横手市柳田12-12横手第二工業団地 0182-36-0634

武蔵貨物　秋田営業所 秋田県秋田市新屋鳥木町1-133 018-828-0634

武蔵貨物　能代営業所 秋田県能代市字仙遊長根16-11 0185-52-0634

東武運輸　高崎支店 群馬県高崎市元島名町1145 0273-53-3111

東武運輸　渋川支店 群馬県北群馬郡吉岡町下野田1150-1 0279-54-8111

東武運輸　太田支店 群馬県太田市只上町2328-1 0276-37-6140

新潟運輸　宇都宮支店 栃木県下野市下古山2964-1 0285-53-1207

新潟運輸　熊谷支店 埼玉県熊谷市中奈良1778-1（佐野・足利 048-525-6361

千葉通商　千葉支店 千葉県稲毛区長沼原町238-1 043-216-6800

千葉通商　小見川営業所 千葉県香取市木内1197 0478-82-5721

千葉通商　東金営業所 千葉県東金市小野218-7 0475-55-7300

千葉通商　成田営業所 千葉県成田市吉岡1217-57 0476-85-7188

安房運輸　木更津営業所 千葉県木更津市中尾1173-1 0438-97-5411

エスラインギフ　柏支店 千葉県柏市十余二164-111 04-7133-6659

エスラインギフ　川口支店 埼玉県川口市江戸1-7-1 048-283-8111

エスラインギフ　所沢支店 埼玉県入間郡三芳町上富2277 049-259-5616

武蔵貨物　秩父営業所 埼玉県秩父市大字山田字浅田2765 0494-23-2349

武蔵貨物　狭山支店 埼玉県入間市黒須1-11-17 04-2962-7272

武蔵貨物　久喜営業所 埼玉県久喜市下早見1598 0480-23-6515

武蔵貨物　羽生営業所 埼玉県羽生市大字神戸787 048-562-2634

エスラインギフ　支店止め可能営業所一覧



営業所名 営業所住所 電話番号

エスラインギフ　支店止め可能営業所一覧

エスラインギフ　東京支店 東京都江東区若洲2-2-8 03-3522-8030

エスラインギフ　京浜支店 東京都大田区平和島5-6-25 03-3762-7419

エスラインギフ　横浜支店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町7-1 045-772-3411

エスラインギフ　厚木支店 神奈川県厚木市長沼235-5 046-228-4811

ウインローダー　東村山支店 東京都東村山市恩多町1-13-2 042-398-3531

ウインローダー　西多摩支店 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎字日脚松原3-4 042-556-1181

茨城県貨物　水戸営業所 茨城県水戸市河和田町東中曽根3934-8 029-253-5141

茨城県貨物　日立営業所 茨城県日立市砂沢町700-15 0294-43-5566

茨城県貨物　土浦営業所 茨城県かすみがうら市上稲吉2048-5 0298-31-0221

茨城県貨物　下館営業所 茨城県下館市飯島字村東191-3 0296-28-3550

茨城県貨物　龍ヶ崎営業所 茨城県龍ヶ崎市川原代町6034-3 0297-62-3368

新潟運輸　新潟支店 新潟県新潟市西区流通センター6-1-1 025-260-5111

新潟運輸　五泉支店 新潟県五泉市大字木越1749 0250-43-3164

新潟運輸　新発田支店 新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6240-42 025-256-2246

新潟運輸　中条支店 新潟県胎内市近江新214-13 0254-47-2201

新潟運輸　三条支店 新潟県三条市大字金子新田丙625-7 0256-32-0131

新潟運輸　燕支店 新潟県燕市物流センター4-5 0256-63-5148

新潟運輸　見附支店 新潟県見附市本所1-16-7 0258-62-2390

新潟運輸　長岡支店 新潟県長岡市片田町1048 0258-23-2111

新潟運輸　六日町支店 新潟県南魚沼市美佐島175-1 025-772-3314

新潟運輸　柏崎支店 新潟県柏崎市大字上田尻山崎919-1 0257-22-5225

新潟運輸　上越支店 新潟県上越市頚城区西福島575-4 025-544-6711

信越定期自動車　飯山営業所 長野県飯山市大字飯山野坂田河原3691-1 0269-62-3175

信越定期自動車　中野営業所 長野県中野市中央2-6-21 0269-22-3534

信越定期自動車　須坂営業所 長野県須坂市北横町1648 0262-45-3747

信越定期自動車　長野支店 長野県長野県東和田832 0269-62-3175

信越定期自動車　屋代営業所　 長野県千曲市打沢27-4 0262-72-0455

信越定期自動車　上田営業所 長野県上田市大字秋和字森下261-8 0268-22-2346

信越定期自動車　小諸営業所 長野県小諸市大字柏木234-5 0267-22-3338

信越定期自動車　松本営業所 長野県松本市大字神林字藤塚5716 0263-57-8015

富岳通運　甲府支店 山梨県甲府市西下条町1094-3 055-241-4451

富岳通運　都留支店 山梨県都留市小形沖大原2-2 0554-43-8611

福井貨物自動車　金沢支店 石川県金沢市松寺町申108 076-237-0100

福井貨物自動車　小松支店 石川県小松市矢田野55 0761-43-2250

福井貨物自動車　福井支店 福井市和田中町113号1番地 0776-80-0303

福井貨物自動車　武生支店 福井県越前市葛岡町8字為定1-1 0778-23-7771

福井貨物自動車　敦賀支店 福井県敦賀市古田刈17-1-1 0770-22-2427



営業所名 営業所住所 電話番号

エスラインギフ　支店止め可能営業所一覧

エスラインヒダ　富山支店 富山県富山市黒崎松ノ木割650-2 076-429-2180

エスラインヒダ　高岡支店 富山県高岡市戸出栄町37-8 0766-63-3367

エスラインギフ　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成4-67 058-247-5446

エスラインギフ　関支店 岐阜県関市肥田瀬蔵野3727-1 0575-23-1795

エスラインギフ　大垣支店 岐阜県大垣市西之川町2-19 0584-75-3690

エスラインヒダ　美濃加茂支店 岐阜県美濃加茂市山手町3-120 0574-26-7140

エスラインヒダ　下呂支店 岐阜県下呂市萩原町上呂十八相911-1 0576-54-1805

エスラインヒダ　高山支店 岐阜県高山市新宮町830-16 0577-32-5455

エスラインヒダ　中津川支店 岐阜県中津川市千旦林馬見岩平2642-1 0573-68-6360

エスラインヒダ　多治見支店 岐阜県多治見市住吉町5-34　日本通運内 0572-24-5615

エスライン羽島 岐阜県羽島市竹鼻町駒塚62 058-391-3105

エスライン郡上 岐阜県郡上市大和町島281 0575-88-3443

エスライン各務原 岐阜県各務原市那加東亜町55-3 058-382-2128

エスラインギフ　四日市支店 三重県四日市市大矢知町1976 059-361-7174

大信運送 三重県松坂市西黒部町字新規3714-1 0598-51-2011

エスラインギフ　富士支店 静岡県富士市今井江向446-2 0545-33-3052

エスラインギフ　静岡支店 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2362 054-278-1861

西延運送 静岡県藤枝市岡出山2-14 054-641-2821

大一運送 静岡県焼津市越後島443 054-629-3580

エスラインギフ　浜松支店 静岡県浜松市東区上石田1016-1 053-433-3633

エスラインギフ　豊橋支店 愛知県豊橋市明海町4-27 0532-23-3731

エスラインギフ　豊田支店 愛知県豊田市福受町下ノ切33 0565-21-6101

エスラインギフ　名古屋支店 愛知県清須市春日江先57 052-502-1101

エスラインギフ　名古屋東支店 愛知県尾張旭市下井町下井2164 0561-52-2870

エスラインギフ　名古屋南支店 愛知県名古屋市港区本星崎町南3998-30 052-619-6911

エスラインギフ　小牧支店 愛知県丹羽郡大口町豊田3-9 0587-95-7160

澤運送 滋賀県米原市岩脇590 0749-52-4155

ｾｲﾉｰｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ長浜支店 滋賀県長浜市森町中久保405 0749-62-3008

エスラインギフ　栗東支店 滋賀県湖南市中央3-16-1 0748-75-2080

エスラインギフ　京都支店 京都府京都市南区久世殿城町240 075-932-4601

亀岡配送センター 京都府亀岡市千歳町国分広垣内39 0771-24-6661

エスラインギフ　城東支店 大阪府大阪市城東区今福南3-1-35 06-6932-7351

エスラインギフ　西淀川支店 大阪府大阪市西淀川区御幣島5-14-19 06-6473-0176

エスラインギフ　摂津支店 大阪府摂津市東別府3-3-12 06-6349-7123

エスラインギフ　大阪南支店 大阪府大阪市住之江区南港東4-10-108 06-6612-4101

エスラインギフ　大阪支店 大阪府東大阪市本庄中1-4-90 06-6744-3340



営業所名 営業所住所 電話番号

エスラインギフ　支店止め可能営業所一覧

エスラインギフ　神戸支店 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1-16-2 078-795-0108

エスラインギフ　神戸東支店 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町27-4 078-411-5101

エスラインギフ　姫路支店 兵庫県姫路市木場前中町5 079-245-8877

エスラインギフ　岡山支店 岡山県岡山市中区倉田八割433-3 086-276-6151

岡山県貨物　玉野営業所 岡山県玉野市玉原3-10-3 0863-31-5211

岡山県貨物　岡山主管支店 岡山県中区倉富285-3 086-277-4113

岡山県貨物　津山主管支店 岡山県津山市一方15 0868-22-5121

岡山県貨物　倉敷主管支店 岡山県倉敷市連島町連島142-54 086-448-3741

岡山県貨物　井原支店 岡山県井原市東江原町457-1 0866-62-2321

岡山県貨物　三次支店 広島県三次市東酒屋町306-40 0824-62-1273

エスラインギフ　広島支店 広島県広島市安芸区矢野新町2-2-20 082-885-3480

備後通運　福山支店 広島県福山市西神町字里石132 0849-51-2511

備後通運　尾道支店 広島県尾道市東尾道14-8 0848-47-2222

中国名鉄運輸　山口支店 山口県山口市小郡上郷仁保津5172 083-973-1933

中国名鉄運輸　萩支店 山口県萩市椿東2918-3 0838-22-0707

中国名鉄運輸　下関支店 山口県下関市大字伊倉158-1 083-255-2222

中国名鉄運輸　徳山支店 山口県周南市大字安田469-1 0833-91-4127

日の丸西濃運輸　出雲支店 島根県出雲市稲岡町37 0853-21-3721

日の丸西濃運輸　大田支店 島根県大田市鳥井町鳥越413-48 0854-82-0042

日の丸西濃運輸　浜田支店 島根県浜田市下府町327-33 0855-22-1000

日の丸西濃運輸　松江支店 島根県松江市東出雲町出雲郷1637-1 0852-52-4111

日の丸西濃運輸　益田支店 島根県益田市遠田町2251 0856-24-1881

日の丸西濃運輸　倉吉支店 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後389 0858-35-3611

日の丸西濃運輸　鳥取支店 鳥取県鳥取市湖山町東3-40 0857-28-2221

日の丸西濃運輸　米子支店 鳥取県米子市流通町430-2 0859-39-3939

エスライン奈良 奈良県天理市遠田町471 0743-67-8070

関西名鉄運輸　和歌山支店 和歌山県和歌山市中33 073-455-5181

関西名鉄運輸　湯浅支店 和歌山県有田郡広川町字広574 0737-63-5512

関西名鉄運輸　橋本支店 和歌山県橋本市学文路福塚187-8 0736-32-1151

関西名鉄運輸　紀の川支店 和歌山県紀の川市花野354-1 0736-77-5721

関西名鉄運輸　御坊支店 和歌山県御坊市島字桑木下新田1005-1 0738-22-0990

関西名鉄運輸　新宮支店 和歌山県新宮市あけぼの6-13 0735-22-7163

関西名鉄運輸　紀南支店 和歌山県田辺市上万呂字後呂地326-35 0739-22-3980

四国高速運輸　徳島支店 徳島県徳島市南沖洲町5-7-61 0886-64-1211

三豊運輸　高松支店 香川県高松市朝日町5-15-1 0888-45-1250

三豊運送　丸亀支店 香川県丸亀市蓬莱町28-16 0877-22-3377

三豊運送　観音寺支店 香川県観音寺市出作町496 0875-25-2362



営業所名 営業所住所 電話番号

エスラインギフ　支店止め可能営業所一覧

三豊運送　川之江支店 愛媛県四国中央市川之江町338-4 0896-56-2349

三豊運送　新居浜支店 愛媛県新居浜市黒鳥字沖浜930-26 0897-46-3143

宇和島自動車運送　松山支店 愛媛県松山市高岡185-1 0899-72-2054

宇和島自動車運送　宇和島支店 愛媛県宇和島市伊吹町西ノ久保甲 0895-22-1810

宇和島自動車運送　今治支店 愛媛県今治市天保山町4-5 0898-23-1025

四国運輸　高知支店 高知県高知市布師田字金山3936-1 0888-45-1621

四国運輸　室戸支店 高知県室戸市室津字サコノ下29 0887-22-1144

四国運輸　安芸支店 高知県安芸市下山2158-12 08873-4-1141

四国運輸　窪川支店 高知県高岡郡窪川町替坂本142-1 0880-22-8711

四国運輸　中村支店 高知県中村市具同字内次5083 0880-37-3144

四国運輸　須崎支店 高知県須崎市下分甲237-4 0889-42-2340

エスラインギフ　福岡支店 福岡県福岡市東区蒲田4-9-7 092-691-5770

エスラインギフ　小倉支店 福岡県北九州市小倉南区長野1-5-11 093-471-0131

エスライン九州　鳥栖支店 佐賀県鳥栖市藤木町若桜3-19 0942-83-1255

九州名鉄　長崎支店 長崎県西彼杵郡時津町元村郷字堀田746 095-882-2421

九州名鉄　諫早支店 長崎県諫早市時久葉町5-102 0957-25-2123

エスライン九州　熊本支店 熊本県熊本市南区流通団地2-15-2 096-377-2101

ﾄｰﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ　熊本支店 熊本県上益城郡益城町平田2526 096-388-2091

ﾄｰﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ　八代支店 熊本県八代市川田町東1055 0965-39-0721

久留米運送　大分支店 大分県大分市豊海5-3-15 097-535-2161

久留米運送　中津支店 大分県中津市犬丸1685 0979-32-2131

久留米運送　日田支店 大分県日田市花月192-1 0973-27-7331

エスライン九州　宮崎支店 宮崎県宮崎市高岡町高浜橋山2382-1 0985-82-4858

宮崎運輸　都城支店 宮崎県北諸県郡三股町蓼池4684-1 0986-52-7766

宮崎運輸　延岡支店 宮崎県延岡市差木野町5831-10 0982-33-4121

宮崎運輸　日南支店 宮崎県日南市上平野町2-11-6 09872-2-2642

宮崎運輸　小林支店 宮崎県小林市細野字岡653 09842-3-5187

エスライン九州　北薩支店 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕4471 0996-42-2205

エスライン九州　鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市錦江町7-4 099-226-8191

エスライン九州　鹿屋支店 鹿児島県鹿屋市旭原町2561-2 0994-43-3066

エスライン九州　川辺支店 鹿児島県南九州市川辺町中山田上ノ口1836-1 0993-57-3134

エスライン九州　出水支店 鹿児島県出水市六月田町816 0996-67-1258

エスライン九州　菱刈支店 鹿児島県伊佐市菱刈徳辺狩迫2296-1 0995-26-0200


