
R4.7.7現在

支部 会社名 支部 会社名

北勢 アート引越センター㈱ 鈴鹿 アスカ急送㈱

桑員 ㈲アーネスト 鈴鹿 アスターリズムキャリー㈱

松阪 ㈲アイエスカンパニー 松阪 東海運㈱

松阪 Ａｉ－ｋｏ運輸㈱ 松阪 ㈱アドシス

北勢 アイサン物流㈱ 南勢 ㈲アドバンス

桑員 ㈱愛成商事 北勢 ㈱Ａｄｍｉｒａｌ

伊賀 愛知車輌興業㈱ 津 安濃急送㈲

南勢 愛知陸運㈱ 鈴鹿 ㈱アブファールト

桑員 アイホー㈲ 伊賀 アポロ興産㈱

伊賀 ㈱アイルライン 桑員 ㈱アムール

松阪 ㈲あおき運輸 北勢 ㈲アラカワ

南勢 ㈲青木商会 北勢 ㈱アロックス

津 ㈲青山商店荷役 松阪 ㈱ａｎｇｅｌｏ

伊賀 明石運輸㈱ 北勢 伊井運輸㈱

北勢 暁運輸㈱ 鈴鹿 イーストン㈱

北勢 ㈱暁興産 松阪 飯高砂利㈱

北勢 アキタ㈱ 北勢 ㈲イエロービートル

桑員 秋山運輸㈱ 伊賀 ㈲伊賀アール・シー・ティ

北勢 ㈱彰流通 伊賀 伊賀急送㈱

桑員 ㈱アクティオトランスポート 伊賀 ㈱伊賀協同運送

松阪 ㈲ＡＣＴＩＶＥ 北勢 池畑運送㈱

北勢 阿倉川運送㈱ 北勢 五三基流通㈲

北勢 阿倉川物流㈱ 松阪 ㈲射和運輸

津 アゲイン 北勢 石井運輸㈱

南勢 明野運輸㈲ 桑員 ㈱石建

桑員 ㈲アサイ商事 鈴鹿 伊鈴実業㈲

北勢 浅井東海物流㈱ 鈴鹿 伊鈴輸送㈱

北勢 朝明陸運㈱ 鈴鹿 泉車輌輸送㈱

津 ㈲アサノ流通 松阪 伊勢高速輸送㈲

紀北 ㈱朝日運送 南勢 伊勢市清掃㈱

北勢 朝日運輸㈱ 松阪 伊勢志摩急送

北勢 旭運輸㈲ 南勢 伊勢志摩陸運㈲

北勢 朝日金属㈱ 松阪 伊勢低温輸送㈱

鈴鹿 ㈱朝日建機 南勢 伊勢物流㈲

津 ㈱アサヒセキュリティ 南勢 伊勢ライン運輸㈱

北勢 朝日テック㈱ 南勢 伊勢陸運㈱

鈴鹿 旭物流倉庫㈲ 北勢 伊勢湾倉庫㈱

南勢 ㈲朝日丸 桑員 磯部興業㈱

松阪 ㈱アシスト三重 鈴鹿 磯山運輸㈱

伊賀 井谷興業㈲ 伊賀 ㈲上野南運送
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支部 会社名 支部 会社名

北勢 伊丹運輸㈱ 津 ウエムラ陸送㈲

北勢 市川物流サービス㈱ 南勢 ㈱ウグイスエンタープライズ

北勢 一宮運輸㈱ 松阪 ㈱ウザワコーポレーション

伊賀 樹通商㈱ 桑員 ㈱内田物流

南勢 ㈲出馬重機 南勢 梅田建設㈲

桑員 ㈲いづみ 桑員 梅森花卉共同荷受㈱

津 イトウ運送㈱ 鈴鹿 ㈲永神

桑員 伊藤運送㈱ 桑員 ㈲栄功運輸

鈴鹿 ㈲伊藤運輸 北勢 ㈱エイチアールティー

桑員 イトウサービス 津 ㈱Ｈ・Ｎ・Ｃ

鈴鹿 伊藤商運㈲ 伊賀 エイワ運輸㈲

桑員 伊藤商会㈲ 北勢 栄和港運㈱

桑員 イトウ商事㈱ 鈴鹿 ㈲栄和工業所

北勢 ㈱伊藤通商 鈴鹿 ㈲エース

桑員 伊藤荷役㈱ 鈴鹿 エービー産業㈱

北勢 ㈲イトー物流 北勢 ㈱エーライン三重

松阪 ㈱井戸坂運輸 北勢 ㈱Ａ－ＯＮＥ

津 ㈲稲一商店 鈴鹿 ㈱エキス・サポート

桑員 ㈲いなべ物流サービス 北勢 ㈱エコ・カー工房ウエヤマ

松阪 ㈱井上 南勢 ㈱Ｓ．Ｈ．Ｒ

鈴鹿 ㈱今岡産業 北勢 エス･エヌ･ケー･テクノ㈱

伊賀 ㈱イマナカ物流サービス 利用運送事業 エスエフ物流㈲

津 ㈱今西商運 鈴鹿 ㈱ＳＣＣ近藤

伊賀 今西物流㈱ 津 ㈱ＳＤＳライン

伊賀 伊山運送㈱ 津 ㈱エス・ディ・ロジ

桑員 ㈱入丸 鈴鹿 ㈱エヌ・エス

桑員 岩崎産業㈱ 利用運送事業 ㈲ＮＫＢネットサービス

北勢 ㈱イワサワ 北勢 ㈱エヌティーシー

北勢 岩田運輸㈱ 津 ㈱ＮＢＳロジソル

北勢 岩谷興産㈱ 津 ㈱エネアークサプライ三重

桑員 岩花運輸㈱ 北勢 ㈱エネックス

鈴鹿 ㈲岩元商運 北勢 Ｆ－ＬＩＮＥ㈱

南勢 ㈱インプレス 北勢 エフ流通サービス㈱

北勢 ㈱ヴァンズネットワーク 鈴鹿 ㈲エムアイティ・エクスプレス

北勢 ヴィヴァン㈱ 北勢 ㈲エムアイトランスポートサービス

松阪 ㈱ウイング 伊賀 ㈱ＭＩロジ

松阪 上川運送㈱ 北勢 ㈲エムエクスプレス

北勢 ㈱ウエスギ 松阪 ㈱ＭＭ通商

北勢 ㈱ウエスギ運送 鈴鹿 ㈱エムオーライン

伊賀 上野運送㈱ 津 ㈱エムケイワークス

伊賀 上野ガス配送センター㈱ 北勢 ㈱Ｍ－ＴＥＡＭ

北勢 上野輸送㈱ 津 ㈱エムライン



支部 会社名 支部 会社名

鈴鹿 恵守商運㈲ 鈴鹿 ㈱カトウ自動車

南勢 扇島商店㈱ 鈴鹿 加藤商事㈱

南紀 大井運送㈲ 北勢 ㈲加藤中央運輸

鈴鹿 ㈲大岩建材興業 桑員 カトーレック㈱

北勢 大川運輸倉庫㈱ 伊賀 ㈱金澤物流サービス

鈴鹿 大窪運輸㈲ 松阪 ㈱カネサン自動車

紀北 大河内㈱ 北勢 兼清運送㈱

松阪 オオコーチ運輸㈲ 北勢 ㈱かぶと運送

松阪 大台運送㈲ 伊賀 上出運輸㈱

鈴鹿 ㈲大嶽商会 伊賀 ㈱亀井商事

桑員 ㈲太田建材 鈴鹿 亀山急送㈱

鈴鹿 ㈲太田コンクリート 鈴鹿 亀山トランスポート㈱

松阪 オオツカ㈱ 桑員 カリツー㈱

鈴鹿 Ｏｄ㈱ 津 果林運送㈲

桑員 ㈱ＯＤＬ 津 ㈱川上商会

伊賀 ㈱オートセンターモリ 松阪 ㈱川北

松阪 大西運輸㈱ 北勢 川喜田運送㈱

津 ㈲大西興業 鈴鹿 ㈱カワキタエクスプレス

鈴鹿 ㈱オーネックスライン 松阪 ㈱川口運輸

北勢 ㈲大野組 津 河芸運輸㈱

鈴鹿 ㈱オーバルネットワーク 北勢 河建興業㈱

鈴鹿 ㈲大廣商事 北勢 川越運送㈱

松阪 大宮運送㈱ 北勢 川越商事㈲

桑員 岡興産運輸㈱ 伊賀 ㈲川商ライン

桑員 岡島物流㈱ 南勢 ㈱カワチョー

津 岡村建材㈱ 北勢 河原田運送㈱

南紀 岡本土石工業㈱ 松阪 ㈲観空運送

津 小川運送㈱ 津 ㈱神田運輸

北勢 オギスレッカー㈱ 北勢 関東伏見運送㈱

松阪 ㈱奥伊勢ＥＸ 北勢 完和運輸㈲

南勢 ㈲奥野建材 北勢 ㈱菊川急送

松阪 奥山自動車工業㈱ 鈴鹿 亀幸運輸㈱

紀北 ㈲小倉葬具店 紀北 紀州高速運輸㈱

紀北 ㈲おさだ 北勢 北完和運輸㈲

伊賀 小田忠運輸㈱ 北勢 北三重運送㈲

津 落合運送㈲ 伊賀 ㈱キタモリ

松阪 小津運送㈲ 北勢 木邑建設㈱

津 Ｋａ'ｚ Ｌｉｎｅ㈱ 津 ㈱キャリアカーサービス

桑員 ㈲海豊運輸 鈴鹿 久愛運輸㈲

南勢 角田重機 松阪 久栄

桑員 片岡運送店 松阪 共栄陸運㈱

津 ㈱加藤工業 北勢 ㈱共栄ロジックサービス



支部 会社名 支部 会社名

松阪 協和運送㈲ 桑員 弘容通商㈱

桑員 旭新運送㈱ 松阪 ㈲コープ運輸

北勢 近畿石油輸送㈱ 南勢 ㈲五ヶ所急送

津 近畿福山通運㈱ 北勢 小坂建材㈲

鈴鹿 ㈱銀正 利用運送事業 後藤化学㈱

松阪 金八運送㈲ 鈴鹿 ㈱後藤物流

津 近物レックス㈱ 鈴鹿 ゴトーテクニカルサービス㈱

津 ㈲クイックコーポレーション 南勢 寿運輸㈲

北勢 久志本運輸㈲ 北勢 コトブキ運輸商事㈲

北勢 楠町運送㈲ 北勢 小西運送㈱

北勢 ㈱グットキャリーミエ 南勢 小西建材㈱

紀北 (資)熊野合同運輸 津 ㈱小林運輸

北勢 熊本交通運輸㈱ 南勢 小林商運㈱

南紀 熊本商会㈲ 北勢 小松エンジニアリング㈱

北勢 ㈱グリーンサービス 紀北 ㈱五味建設

松阪 グリーンライン三重㈱ 北勢 菰野運輸㈱

紀北 ㈲車地運輸 松阪 近藤運輸㈱

北勢 ㈱グローバルネット 南勢 權六屋㈱

紀北 ㈱黒潮運輸 北勢 ㈱サービスネット

北勢 ㈱黒田モーター商会 鈴鹿 埼九運輸㈱

桑員 桑陸運輸㈲ 松阪 齋藤運輸㈱

松阪 ㈱ＫＳＵ 北勢 ㈱サカイ引越センター

北勢 ㈲KSライン 松阪 坂口運輸㈱

北勢 ＫＭＴ㈱ 伊賀 ㈱Sakanishi Express

津 ㈱ケイズドリーム 北勢 坂部運送㈱

伊賀 京阪運輸㈱ 津 ㈲サカモト

伊賀 ㈱ケーアイトランス 北勢 坂本運輸㈲

桑員 ㈱ケージーエス 北勢 佐川急便㈱

北勢 ㈱ケーズカーゴ 南勢 前島運送㈲

鈴鹿 ㈲ケー･ユー･エス 北勢 ＳＡＫＵＲＡ運送㈱

北勢 ケミカルトランスポート㈱ 利用運送事業 ㈲サクラテック

鈴鹿 ㈲高榮運輸 松阪 佐々木興業㈱

北勢 ㈱宏栄サービス 北勢 ㈲佐竹建材

北勢 ㈲宏栄商会 津 ㈲佐藤運輸

松阪 高輝通商㈱ 鈴鹿 ㈱佐藤商事

鈴鹿 興國海運㈱ 鈴鹿 ㈱佐藤商店

伊賀 ㈱神前 松阪 ㈱沢田食品

鈴鹿 ㈱高伸サービス 松阪 三愛運送㈱

鈴鹿 ㈱ＫＯＳＥ ＬＩＮＥ 北勢 三愛ロジス㈱

北勢 鴻大運輸㈱ 伊賀 三栄運輸㈱

旧営業区域のみ
㈱合通ロジ 松阪 三英運輸㈱

鈴鹿 光洋運輸㈱ 北勢 ㈲三英物流



支部 会社名 支部 会社名

津 ㈱三栄流通 北勢 システム物流㈱

北勢 ㈲三基 伊賀 静谷製絲㈱

津 ㈲三輝 桑員 柴田運送㈱

北勢 三岐通運㈱ 鈴鹿 渋沢陸運㈱

北勢 山九㈱ 南勢 志摩環境事業協業組合

北勢 ㈱サンキュウ・トランスポート・中部 紀北 ㈱島田工業

北勢 ㈱三共組 南勢 シマリク

津 三恵運送㈱ 津 ㈱ジャパンスピリッツ

鈴鹿 ㈱三港 津 ジャパンパレック㈱

北勢 三興運輸㈲ 北勢 ジャパンロジコム㈱

松阪 三光運輸㈱ 北勢 ㈱秀英ロジスティックス

南勢 三紅運輸㈲ 伊賀 順真建設㈱

北勢 ㈱三交通商 松阪 ㈱ジョイントビジネスサービス

鈴鹿 サンコーロジテック㈱ 北勢 昭栄運輸㈱

北勢 ㈲サンゴク 津 ㈱翔栄運輸

松阪 三十三ビジネスサービス㈱ 北勢 昭永工業㈱

北勢 三昌運輸倉庫㈱ 鈴鹿 笑楽商事㈱

津 三生運輸㈱ 津 昌和商事㈱

桑員 三星運輸㈱ 桑員 城田運送㈱

利用運送事業
三石運輸㈱ 松阪 新栄運輸㈱

松阪 ㈱三定物流 北勢 新衛運輸㈱

津 ㈲三東通商 北勢 杉栄開発㈱

北勢 ㈱サントクピース 鈴鹿 ㈱伸栄サービス

北勢 ㈲サンネット 北勢 ㈱伸栄冷蔵

津 三八運輸㈱ 伊賀 シンキ配送㈱

北勢 ㈱三宝興運 鈴鹿 ㈱シンク

松阪 ㈱三友 津 ㈱シンクラン

津 三洋陸送㈲ 桑員 新興運輸㈱

北勢 三糧輸送㈱ 津 真幸運輸㈲

北勢 三和運輸㈱ 桑員 進光運輸㈱

松阪 シー・アール・エス 松阪 シンコウ重機

南勢 ㈱ジーシーネクスト 北勢 ㈱新興商運

津 ㈱ＪＡ全農みえサービス 鈴鹿 ㈲伸光商会

津 ㈱ＪＳＩ 北勢 新成運輸㈱

津 ㈱ジェイトップ 北勢 神勢産業㈲

津 ㈱ジェイ・ロジコム 北勢 神勢物流㈲

北勢 塩浜運送㈱ 南勢 ㈱シント物流

北勢 塩浜工運㈱ 伊賀 新日本輸送㈱

北勢 四海商運㈱ 鈴鹿 新美運送㈲

伊賀 滋賀近交運輸倉庫㈱ 北勢 伸友物流㈲

紀北 ㈱史記運輸 北勢 ㈲ジンライン

津 資昇運輸㈱ 松阪 ㈱真和運輸



支部 会社名 支部 会社名

津 ㈱八 桑員 ㈲桑員トラック

北勢 末広運輸㈱ 南勢 双運物流㈱

北勢 ㈱杉孝 桑員 桑栄運輸㈱

伊賀 杉本電気クレーン㈱ 伊賀 創建運輸㈱

桑員 ㈲杉山商会 南紀 相互運輸商事㈲

北勢 鈴江陸運㈱ 伊賀 相互重機リース㈱

鈴鹿 鈴鹿インター㈱ 桑員 ㈱ソーエー

北勢 鈴鹿運輸㈱ 津 ㈲ＺＯＲＲＯ

鈴鹿 ㈱スズカキャリーサービス 利用運送事業 ＺＯＲＲＯ ＪＡＰＡＮ㈱

鈴鹿 鈴鹿自動車工業㈱ 鈴鹿 ㈱第一運輸

鈴鹿 鈴鹿日梱㈱ 紀北 大栄運輸㈲

北勢 鈴鹿配送㈱ 伊賀 ㈱大栄工業

鈴鹿 ㈲鈴鹿物流サービス 北勢 ㈱大栄商事

松阪 ススキ急送㈲ 松阪 大王運輸㈱

松阪 鈴定運輸㈱ 桑員 大輝㈱

南勢 鈴章興業 津 ㈲ダイキ運輸

鈴鹿 ㈱スタートラックス 鈴鹿 ㈲太宏

北勢 ㈱ＳＰＥＥＤＬＩＮＥ 松阪 ㈱大三

伊賀 ㈲スピンアウト 北勢 ㈱大昇

津 ㈱スマイルサービスみえ 紀北 ㈱大翔工業

北勢 諏訪梱包運輸倉庫㈲ 松阪 大翔物流㈱

北勢 勢州運輸㈲ 松阪 ㈲大新

北勢 晴昇運輸㈱ 松阪 ㈱大信運送

北勢 盛伸運輸㈲ 津 大新運輸㈲

北勢 西濃運輸㈱ 津 大信運輸倉庫㈱

北勢 西濃名古屋エキスプレス㈱ 北勢 ㈲大成運輸

北勢 セイノースーパーエクスプレス㈱ 鈴鹿 ダイセーエブリー二十四㈱

紀北 ㈱星法運輸 北勢 ダイセル物流㈱

津 ㈲成友物流 松阪 ㈲大道運輸

北勢 成和運送㈱ 北勢 大道運輸産業㈱

松阪 セーフティ運輸㈱ 鈴鹿 大同商運㈱

伊賀 ㈱関本商事 北勢 大日運輸㈱

鈴鹿 石鈴産業㈱ 北勢 大宝運輸㈱

津 セコム三重㈱ 鈴鹿 代丸通商㈲

北勢 勢の國交通㈱ 津 ダイヤ通商(協組)

北勢 ㈲セブン商会 北勢 大陽運輸㈱

北勢 ㈱ゼロシステム 北勢 太陽急配㈱

鈴鹿 センコー㈱ 北勢 大洋荷役㈱

北勢 センコーエーラインアマノ㈱ 松阪 大酪サービス㈱

鈴鹿 ㈱千寿運送 北勢 大和物流㈱

北勢 ㈱全日本ピアノ運送 津 高木運送㈲

伊賀 ㈲千堀機工 伊賀 孝総興業㈱



支部 会社名 支部 会社名

北勢 ㈲タカツノ運輸 津 ㈱中部ロジス

北勢 ㈲高橋運輸 北勢 ㈱長太

松阪 多気急送㈱ 鈴鹿 司東海㈱

鈴鹿 多貴商運㈱ 桑員 柘運送㈱

松阪 ㈱たきや運送 伊賀 ㈲柘植運送

桑員 ㈲たくみ 桑員 辻運送㈱

鈴鹿 竹内運送㈲ 伊賀 ㈲辻本運送

南勢 ㈲竹内建材 南勢 ㈲つた運輸

鈴鹿 ㈲竹花運送 北勢 ㈱Ｔ・Ｉサービス

北勢 舘樹工業㈲ 鈴鹿 ㈲ティーエス・キャリー

鈴鹿 ㈱舘商事 北勢 ＴＳトランスポート㈱

松阪 橘運輸㈲ 鈴鹿 ディー・エフ運輸㈱

北勢 (同)ダッハ運送 鈴鹿 ㈲ティーエム物流

津 ㈱立松 伊賀 ㈱Ｔ．Ｌ．Ｃ

桑員 ㈱田中運輸 津 ㈱Ｔ’Ｋｅｈ

松阪 タナカ産業㈲ 鈴鹿 Ｔ・テクノサービス㈱

北勢 ㈲田仲商事 鈴鹿 TPN亀山物流ｾﾝﾀｰ㈱配送ｾﾝﾀｰ

津 ㈲谷口運輸 桑員 ＴＢロジスティクス㈱

北勢 谷口運輸㈲ 鈴鹿 ㈱ティーユーサービス

津 ㈱谷口カーゴサービス 北勢 ＴＹ物流㈱

伊賀 ㈲谷口梱包 北勢 テーエス運輸㈱

松阪 ㈱タニノ 桑員 ㈲デーテック

桑員 ㈱多摩流通 桑員 出口運送㈱

鈴鹿 太門通商㈱ 北勢 デジコ運輸㈲

松阪 ㈱千登成 桑員 ㈱テプラス

北勢 ㈱ちゅうえき 松阪 寺尾産業㈲

津 中央運送㈱ 鈴鹿 ㈲寺尾商会

鈴鹿 中央ガスサービス㈱ 桑員 寺倉運送㈲

北勢 中央物流㈱ 北勢 テラニシ重機㈱

桑員 ㈱中京総和 北勢 ㈲東亜ＪＡＰＡＮ

鈴鹿 中勢物流㈲ 桑員 東永運輸㈱

鈴鹿 中日運輸㈱ 鈴鹿 ㈱東液供給センター

津 ㈱中日三重サービスセンター 北勢 東海運送㈲

鈴鹿 中部アイピー㈱ 北勢 東海運輸建設㈱

北勢 中部海運㈱ 北勢 東海エクスプレス㈱

北勢 ㈱中部カイリック 鈴鹿 東海西部運輸㈱

伊賀 中部急送㈱ 桑員 ㈱東海通商

北勢 ㈱中部シーカーゴ 松阪 ㈱東海物流

北勢 中部シティフレイト㈱ 松阪 ㈱東華商事

利用運送事業
中部トランスワーク㈱ 北勢 ㈲東経運輸

津 中部北港運輸㈱ 紀北 東建産業㈱

鈴鹿 中部流通㈱ 紀北 東建生コン㈱



支部 会社名 支部 会社名

鈴鹿 ㈱東照物流倉庫 南勢 中北運輸㈱

北勢 東桑運送㈲ 紀北 長島急送㈲

北勢 東ソー物流㈱ 伊賀 長田産業㈱

北勢 東電運輸㈱ 伊賀 ㈱中田商事

北勢 東陽興業㈱ 伊賀 永友運輸㈱

鈴鹿 ㈱東洋実業運輸 松阪 ㈱中西運輸

松阪 ㈲東洋商事 伊賀 中西総合運輸㈱

旧営業区域のみ
東陽物流㈱ 北勢 中日本陸運㈱

利用運送事業
東洋紡ロジスティクス㈱ 鈴鹿 ㈲中野瀬物流

鈴鹿 東洋陸運㈱ 鈴鹿 長野第一物流㈱

桑員 ㈱東和商事 桑員 ㈱ＮＡＫＡＭＵＲＡクレーン

津 トーケントランスポート㈱ 津 ナカムラ梱包運輸㈲

北勢 ㈱トーショー 松阪 中山商運㈲

北勢 ㈲トーデン物流 北勢 ㈲中山タイヤセンター

鈴鹿 徳積㈲ 桑員 長良通運㈱

津 ㈱トシエンジニアリング 鈴鹿 なごの浦運送㈱

鈴鹿 ㈱トップトランスポーター 南勢 ㈱和トラックス

北勢 トナミ運輸㈱ 桑員 ㈱名古屋サンギ

北勢 トナミ第一倉庫物流㈱ 伊賀 名張トラック㈲

伊賀 トナン輸送㈱ 鈴鹿 ㈲ナルカワキャリー

北勢 富一運送㈲ 鈴鹿 生川倉庫運輸㈱

北勢 トミス運送㈲ 北勢 鳴海急送㈱

津 富船運輸㈱ 南紀 南郷運輸㈲

津 ㈲富屋物流 南勢 南勢運輸㈲

伊賀 ㈱ＴＯＭＯ Ｌｉｎｅ 松阪 ㈲南勢地区保安センター

桑員 ㈱トヨカサービス 松阪 ㈱ナントラ

桑員 トヨタ輸送㈱ 南勢 南部急送㈲

北勢 ㈲ドラゴンサービス 松阪 南豊運輸㈱

桑員 ㈲ドラゴン三重 北勢 ㈲南陽運送

津 トランコムＤＳ㈱ 北勢 新潟運輸㈱

津 ㈱ＴＲＡＮＳ ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ 南勢 ニコニコ運送㈲

松阪 ドリームサポート㈱ 松阪 西運輸㈲

松阪 ドリーム物流㈱ 鈴鹿 西川運輸㈱

鈴鹿 ㈲ドリームライナー 松阪 ㈱西川松助商店

松阪 ドリームライン㈱ 北勢 西鉄運輸㈱

松阪 ドリームロジテック㈱ 北勢 西日本いづみ運輸㈱

北勢 ㈲トリックス 鈴鹿 西日本エア・ウォーター物流㈱

南勢 中尾運送㈲ 北勢 ㈱西野

北勢 ㈱永尾建材 利用運送事業 ㈱西野物流

南勢 中川運輸㈱ 旧営業区域のみ 西村運輸倉庫㈱

桑員 ㈲中川興業 南紀 西山建材

松阪 ㈲中川通商 利用運送事業 日軽物流㈱



支部 会社名 支部 会社名

鈴鹿 ㈱日商 桑員 ㈱長谷川物流

津 ㈱日硝ハイウエー 伊賀 八大運輸㈱

鈴鹿 ㈱日商龍磨 北勢 ㈱パックシステム

松阪 日新運輸㈱ 北勢 花井運送㈲

伊賀 日進高田運送㈱ 鈴鹿 花井商事㈱

松阪 ㈱日新トランスポート 松阪 ㈲濱口運輸

北勢 日新物流㈱ 北勢 濱地通商㈱

桑員 日進陸運㈱ 南勢 ㈲浜村運輸

北勢 日新冷凍運輸㈱ 北勢 早川産業㈲

鈴鹿 日精サービス㈱ 松阪 林運送㈲

北勢 日通三重自動車運送㈱ 南勢 林物流㈲

北勢 ㈱日豊運輸 南勢 ㈲羽山水産

鈴鹿 日本梱包運輸倉庫㈱ 南勢 羽山流通㈱

北勢 日本通運㈱ 桑員 ㈱速水運輸

鈴鹿 ㈱日本陸送 北勢 ㈱ハラ商運

北勢 日本アルコール物流㈱ 桑員 ㈱播磨運送

津 日本図書輸送㈱ 伊賀 ㈱ビィー・ワイ・ライン

北勢 日本トランスシティ㈱ 津 Ｂ－ＰＬｉｎｅ㈱

北勢 日本郵便㈱ 紀北 東紀州商事㈲

北勢 日本郵便輸送㈱ 津 ㈲東出運送

桑員 日本ルートサービス㈱ 松阪 東町急送㈱

北勢 ㈱ニヤクコーポレーション 津 比嘉商会

北勢 ㈱ニュージェイズ 北勢 樋口運輸㈱

伊賀 ㈱ネクスウェイ 鈴鹿 (同)樋口商会

桑員 ㈱Ｎｅｘｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 伊賀 ㈱樋口物流サービス

北勢 ㈱ＮＥＸＴ ＬＩＮＥ 津 久居運送㈱

北勢 ㈲根本 桑員 ㈲菱一運輸

北勢 根本荷役㈱ 北勢 ㈲菱木梱包

津 野崎運輸㈲ 津 菱津運送㈱

北勢 野島運送㈱ 伊賀 ㈱ビショウロジスティック

北勢 野呂水産運輸㈲ 鈴鹿 ㈱聖総業

鈴鹿 野呂物流㈱ 桑員 ㈱日立物流中部

伊賀 ㈱ハートサービス 伊賀 ビッグパイン㈱

津 ハートラインエクスプレス㈱ 松阪 ㈱ビッグフォレスト

津 ㈲パール運送 北勢 ㈱引越社

津 ㈱ハイブリッジライン 津 ㈱樋廻産業運輸

津 白麦運輸㈲ 津 百五ビジネスサービス㈱

伊賀 白鳳運輸㈱ 鈴鹿 ビュートランティック㈱

南勢 ㈱橋本自動車工業 北勢 平尾運送㈲

松阪 ㈱橋本商事冷凍輸送 鈴鹿 ㈲平山産業

北勢 ㈲橋本水産輸送 北勢 ㈱ヒロ・サービス

津 ㈱パスコ・エクスプレス 伊賀 ㈲廣瀬興業



支部 会社名 支部 会社名

桑員 ㈲広田商事 桑員 北進運輸㈱

鈴鹿 ㈱ＦＡＲ ＷＥＳＴ 桑員 ㈱ほくせい

北勢 ファーストシステムサービス㈱ 桑員 北勢運送㈱

松阪 ㈱ファイン流通 北勢 ㈱北勢オイルサービス

鈴鹿 ㈱ｆｏｕｒ ｌｅａｆ．ｃ 桑員 ㈱北勢ロジテック

伊賀 深山運送㈲ 南勢 ㈲北武運輸

南勢 ㈱福井建設 北勢 ㈱星川産業

北勢 ㈲福王建材 北勢 堀田産業㈱

津 福島商店 鈴鹿 ボディショップヒロモリ

北勢 福山通運㈱ 北勢 ㈲堀江運輸

桑員 ㈱藤一商事 北勢 ㈱ホリカワ

鈴鹿 ㈱藤信 鈴鹿 ホンダ運送㈱

鈴鹿 ㈱藤田 鈴鹿 ㈱ホンダロジスティクス

鈴鹿 フジトランスポート㈱ 鈴鹿 ㈱マーリス

利用運送事業
富士物流㈱ 桑員 ㈱マイティ

松阪 藤松運輸㈱ 北勢 前田運送㈱

鈴鹿 ㈲フジヨリ 津 前橋建設㈱

北勢 ㈱フジライン 北勢 ㈱政純商事

松阪 藤原運輸㈱ 北勢 ㈱益生小型運送

松阪 舩木運輸 津 マスダ商運㈲

桑員 ㈲フミコーポレーション 津 増村運輸㈲

北勢 ㈱プライド物流 伊賀 町野運送㈲

桑員 ブルーカーゴ㈱ 南勢 ㈲マツイ

北勢 古川物流㈱ 北勢 松岡重機工業㈱

鈴鹿 古田建材㈲ 南勢 マックメタル㈱

北勢 フレッシュ物流㈱ 松阪 松阪運輸㈱

北勢 平成運送㈱ 松阪 松阪協同運送㈱

松阪 平和運送㈱ 松阪 ㈲松阪流通

北勢 平和急送㈱ 鈴鹿 松下運輸㈱

南勢 ㈱ベーシック 津 ㈱松島運送

津 ベスト運輸㈱ 松阪 ㈱松田商事

鈴鹿 ㈱ベスト・トランスポート 北勢 ㈲マツダブツリュウ

伊賀 ㈱ベルウイング 北勢 ㈲松橋商事

北勢 ㈱ホウエイ 松阪 ㈲松本運輸

伊賀 ㈱豊永 津 ㈱真美夢

鈴鹿 豊栄物流㈲ 南勢 まるあ

松阪 芳栄物流㈲ 津 マルイ運送㈱

津 鵬鶴㈱ 北勢 丸一運送㈱

鈴鹿 峰徳運輸㈱ 伊賀 ㈱丸一運輸倉庫

北勢 ㈲豊実商会 旧営業区域のみ ㈱丸運

鈴鹿 ㈱宝輪 北勢 マルエイ運輸㈱

南紀 ㈱北越ペーパーテック紀州 津 マルエイ物流㈱



支部 会社名 支部 会社名

南勢 マルカ運輸㈱ 鈴鹿 ㈱三重システム輸送

鈴鹿 丸加運輸㈱ 北勢 三重水産運輸㈲

松阪 ㈱マルカ商運 鈴鹿 三重西濃運輸㈱

松阪 丸亀運輸㈱ 鈴鹿 三重センコーロジ㈱

桑員 ㈲マルキ資材 北勢 三重綜合警備保障㈱

松阪 マルケイ運輸㈲ 津 ㈱三重中央運輸

紀北 ㈱丸慶建材 伊賀 三重中央開発㈱

桑員 ㈲丸賢鉱業 津 三重中央市場運輸㈱

鈴鹿 マルサ運送㈱ 津 ㈱三重トランスポート

伊賀 丸三急送㈱ 鈴鹿 三重執鬼㈱

北勢 ㈲まるじ運輸 北勢 三重農水㈱

松阪 ㈲丸重運輸 鈴鹿 三重物流㈱

北勢 ㈱丸翔運輸 松阪 ㈱三重物流

北勢 丸上運輸㈱ 鈴鹿 ㈲三重油送

鈴鹿 ㈱マルタカ 伊賀 御厨運送㈱

松阪 ㈱マルタパワーズ 北勢 ㈱ミサキ物流

鈴鹿 丸中運送㈲ 北勢 ㈲美里商事

北勢 ㈲マルニ運送 伊賀 ㈱美翔物流

北勢 ㈲丸八組 桑員 三代サービス㈱

桑員 ㈲丸半運送 鈴鹿 ㈲三鈴運送

桑員 丸彦長島運輸㈱ 津 ㈱美鈴急送

津 ㈲丸藤建設 北勢 ㈱水谷運輸倉庫

桑員 丸冨士興運㈲ 桑員 ㈱溝口

南勢 丸文工業㈱ 鈴鹿 ㈱ミツギロジスティクス

北勢 ㈱マルマツ運送 利用運送事業 三菱ケミカル物流㈱

鈴鹿 丸松運送㈲ 紀北 ㈱みどり安全運送

紀北 まるみち荷役㈱ 南勢 ミナミ運輸㈲

伊賀 丸山運送㈱ 鈴鹿 ㈲南商店

南勢 ㈲丸良水産運輸 津 ㈲南山運輸

伊賀 ㈲丸和商会 松阪 ミノダ自動車工業㈱

南勢 萬徳商事 津 箕屋商運㈲

伊賀 三重運輸㈱ 松阪 箕輪総合商事㈱

北勢 三重塩業㈱ 北勢 ㈱美将総業

松阪 三重海運㈱ 津 ㈱宮川サービス

津 三重貨物㈲ 松阪 宮川流通㈱

伊賀 三重近交運輸㈱ 南勢 ㈲宮﨑商事

南勢 三重近物通運㈱ 北勢 ㈱みやた

利用運送事業
三重県富田トラック事業(協組) 北勢 宮瀧運輸㈱

利用運送事業
三重県流通サービス(協組) 津 宮妻物流㈱

北勢 三重高速運輸㈱ 松阪 ㈱ミヤテック

松阪 三重交通㈱ 北勢 雅トランスポート㈱

鈴鹿 ㈱三重サービス 松阪 宮前陸運㈲



支部 会社名 支部 会社名

伊賀 ㈱ミヤマトータルイノベーション 鈴鹿 柳河物流㈱

紀北 宮本運送㈲ 北勢 ㈲矢野建材

津 三行運送㈲ 北勢 ㈱山運

利用運送事業
㈱三好トランスサービス 津 ㈲山岡運輸

桑員 ㈱未来運輸 南勢 ㈱山勝

鈴鹿 ㈱未来サービス 鈴鹿 山川運輸㈱

津 椋本運送㈲ 北勢 ㈱山起開発

北勢 向島運送㈱ 南勢 ㈲山口商事

北勢 ㈱むつみ運輸 北勢 ㈲山下技建

北勢 ㈱むつみ物流 紀北 山信運送㈲

松阪 ㈱村田運送 利用運送事業 山神運輸工業㈱

南勢 村林運送㈲ 伊賀 山勢商会運輸㈲

松阪 ㈱ムロオ 伊賀 ㈱ヤマゼン運輸

南紀 牟婁合同運送㈲ 津 ㈱ヤマト

旧営業区域のみ
名海運輸作業㈱ 北勢 ヤマト運輸㈱

松阪 ㈱名孝高速 伊賀 ㈱山中運輸

桑員 明三孔物流㈱ 伊賀 ㈱ヤマハラ

松阪 明松合同運輸㈲ 津 ㈱山博運送

北勢 めいそう物流㈱ 南勢 ㈱山邉興運

北勢 名鉄急配㈱ 南勢 ㈱山本建材

松阪 明徳開発運輸㈱ 松阪 山本チップ

伊賀 ㈱メイハン 松阪 ㈲ヤマユウ重建

伊賀 名阪エクスプレス㈱ 松阪 ㈲山吉建材

桑員 名阪急配㈱ 鈴鹿 ㈱弥生運輸

伊賀 ㈲名阪レスキュー 北勢 湯浅商運㈱

鈴鹿 名豊運輸㈱ 桑員 ㈲ユーアイサービス

鈴鹿 明和運輸㈱ 伊賀 ㈲雄己システムサービス

鈴鹿 ㈲明和工業 伊賀 ㈲ユウケイ物流

鈴鹿 ㈲明和物流 桑員 ㈲祐光物流

北勢 ㈱メルワード・ライホー 北勢 ㈲裕進運輸

南勢 元町運送㈱ 南勢 ㈱佑成産業

南勢 森井運輸㈲ 伊賀 ㈱優斗商会

鈴鹿 ㈲モリキュウ 桑員 豊運送㈱

桑員 ㈲森興業 北勢 ㈲ユニオンワークス

鈴鹿 森実運輸㈱ 鈴鹿 ㈱夢生商会

南勢 ㈱森本通商 桑員 ㈱ヨコタエンタープライズ

北勢 森洋運輸㈱ 津 ㈲横山建材

北勢 諸岡建設㈱ 伊賀 ㈲與澤エクスプレス

桑員 ㈲八起 鈴鹿 吉井運送㈱

伊賀 矢倉運輸倉庫㈱ 桑員 吉岡商店㈱

伊賀 安永運輸㈱ 鈴鹿 ㈲吉開通商

津 八知運送㈲ 北勢 吉崎運輸㈱



支部 会社名 支部 会社名

桑員 吉田海運㈱ 鈴鹿 鈴峰運送㈱

南勢 吉田産業㈱ 鈴鹿 鈴峰運送㈲

桑員 由原運送㈱ 鈴鹿 ㈲レッカージャンボ

松阪 吉村急送㈲ 津 ㈲ロイヤルリース

北勢 四日市碓永自動車㈲ 桑員 ㈱ロジス・ワークス

北勢 四日市運送㈱ 北勢 ㈱ロジスタッフ

北勢 四日市コーウン㈱ 伊賀 ㈱ロジックス東海

利用運送事業
㈱四日市創和 北勢 ロジトライ中部㈱

利用運送事業
四倉運輸㈱ 北勢 ㈱ＹＭネット

南勢 ㈲ライズキャリー 桑員 ㈲ＹＭライン

北勢 ㈱ライス・ロード 松阪 ワイズロジシステム㈱

鈴鹿 ㈱ラムサービス 北勢 ワイティーサービス

北勢 リープ工業㈱ 鈴鹿 ㈲若林総建

桑員 ㈲ＲｙｕｓｅｉＬｉｎｅ 伊賀 脇田運輸㈱

北勢 菱化ロジテック㈱ 津 ㈲和合運輸

北勢 菱江ロジスティクス㈱ 伊賀 ワコウ急配

北勢 菱西運輸㈱ 伊賀 ㈲和田商店

北勢 ㈱リョーケン 津 ㈲渡辺運送

鈴鹿 緑宝物流㈲ 桑員 ㈱渡部商会

鈴鹿 リンシュンエキスプレス㈱ 南勢 度会運送㈲


