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令和2年3月16日 コトブキ商事　株式会社 一般 する 1041 大阪府 大阪市大正区南恩加島3丁目12番24号 ５両 壽山　広志 06-7181-3457
令和2年3月16日 豊ロジスティックス　株式会社 一般 する 1042 京都府 向日市上植野町芝ケ本10番地 ５両 豊山　哲司 075-931-2191
令和2年3月16日 株式会社　RED LINE 一般 する 1043 大阪府 岸和田市加守町二丁目１３番３０号 ５両 満田　泰三朗 072-457-9763
令和2年3月16日 株式会社　琉陽サービス 一般 する 1044 兵庫県 尼崎市額田町１７番３２－２０３号 ５両 萩森　勉
令和2年3月16日 西川商運　株式会社 一般 する 1045 大阪府 岸和田市箕土路町一丁目６番２４号 ７両 西川　哲広 072-423-2203
令和2年3月16日 株式会社　中西建材 一般 する 1046 滋賀県 大津市大石中四丁目６番２７号 ５両 中西　紀之 077-546-6844
令和2年3月16日 株式会社　佑眞運輸 一般 する 1047 大阪府 高槻市塚原２丁目３１番１６号 ５両 南野　猛 072-631-7878
令和2年3月16日 池田　博之 一般 しない 1048 滋賀県 大津市赤尾町４番６４号 ５両 池田　博之 077-572-6676
令和2年3月16日 株式会社　Dstyle 一般 する 1049 兵庫県 明石市大久保町山手台二丁目８５－１４ ５両 桑田　　卓 078-995-5965
令和2年3月16日 有限会社　クリーンライフ 一般 しない 1050 和歌山県 田辺市龍神村宮代194番地の1 ５両 平田　浩司 0729-78-0593
令和2年3月16日 御船運輸　株式会社 一般 する 1051 大阪府 東大阪市古箕輪１丁目３番５号 ６両 中野　孝信 0729-65-3051
令和2年3月16日 株式会社　誠優組 一般 する 1052 大阪府 大阪市住之江区南港東1丁目6番3－309号 ５両 木村　琢哉 06-7173-0050
令和2年3月16日 有限会社　スライ 一般 する 1053 大阪府 守口市大枝西町20番14号 ５両 鶴田　龍二 06-4250-1208
令和2年3月31日 株式会社 　Well　Being 一般 する 1094 大阪府 大阪府大阪市西成区中開三丁目１番１９号 ５両 髙地　陽子
令和2年3月31日 株式会社　阪南大阪生コン 一般 する 1095 大阪府 大阪府堺市東区石原町一丁１６番 ５両 牧野　健也 072-254-2041
令和2年3月31日 中川プランニングサービス　株式会社一般 しない 1096 大阪府 大阪府豊能郡能勢町倉垣６７１番地 ５両 中川　嘉人 072-737-2468
令和2年3月31日 村上運送　株式会社 一般 する 1097 大阪府 大阪府門真市江端町７番１０号 ５両 池田　泰則 072-882-6851
令和2年3月31日 トライブ　株式会社 一般 する 1098 大阪府 大阪府摂津市鳥飼本町５丁目８番７号 ５両 竹野　龍也 072-697-8985
令和2年3月31日 ＪＨＳＳ　株式会社 一般 する 1099 大阪府 大阪府八尾市太田新町九丁目８５番地の２Ｂ号５両 候　書棟 072-920-7984
令和2年3月31日 羽田　靖広 一般 する 1100 大阪府 大阪府四條畷市大字清瀧３４５－１２ ５両 羽田　靖広 072-814-7536
令和2年3月31日 株式会社　大國 一般 しない 1101 大阪府 大阪府和泉市はつが野３丁目４０番２号 ５両 滝口　茂 0725-38-7711
令和2年3月31日 株式会社　サン久配送 一般 する 1102 大阪府 大阪府富田林市梅の里一丁目２６番１１号 ５両 伊山　明一郎 0721-51-2190
令和2年3月31日 フジロジックス　株式会社 一般 する 1103 大阪府 大阪府大東市新田西町１番３１号 ５両 前埜　秀一 072-869-5666
令和2年3月31日 株式会社　光栄 一般 する 1104 大阪府 大阪府門真市幸福町２８番１１－４号 ５両 橋本　博史 06-7494-8472
令和2年3月31日 グローバルライン　株式会社 一般 する 1105 和歌山県 和歌山県和歌山市西浜1112番地28 ５両 野崎　裕之 073-413-1288
令和2年3月31日 株式会社　良友 一般 する 1106 兵庫県 兵庫県伊丹市森本二丁目５６番地１０ ５両 中西　良尚 072-743-1359
令和2年3月31日 天理トランスポート　株式会社 一般 する 1107 奈良県 奈良県天理市岸田町１３２５番地１ ７両 瀧井　みよ子 0743-66-3180
令和2年3月31日 株式会社　剣 一般 する 1108 奈良県 大阪府寝屋川市新家１丁目１４番１６号 ５両 梶谷　雅仁
令和2年3月31日 株式会社　正基興業 一般 しない 1109 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町池田１５１０－１３ ５両 田中　基文 079-425-9497
令和2年3月31日 株式会社　ハマコー商会 一般 する 1110 兵庫県 兵庫県姫路市城見台一丁目１１１１番地１１５ ６両 濱田　孝信 079-224-7232
令和2年3月31日 株式会社　響 一般 しない 1111 兵庫県 兵庫県加古郡稲美町国岡２丁目１３番地の１ ５両 大野　英成
令和2年3月31日 株式会社　チュウバン 一般 する 1112 兵庫県 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町一丁目３２番地 ８両 榎田　弘喜 079-237-9512
令和2年3月31日 株式会社　ザイオン 一般 する 1113 兵庫県 兵庫県姫路市下手野五丁目２３番４４－２号 ５両 小栗　正和 0794-62-5944
令和2年3月31日 株式会社　プラウド 一般 する 1114 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町備後３４２番地の１ ５両 前川　竜一 079-456-0560
令和2年3月31日 愛翔物流　株式会社 一般 しない 1115 滋賀県 大阪府大阪市西淀川区御幣島５－４－８ ５両 坂本　浩二 06-7182-1717
令和2年3月31日 株式会社　咲華 一般 する 1116 滋賀県 滋賀県湖南市石部北五丁目３番６号 ５両 齊藤　典子
令和2年3月31日 株式会社　一輝 一般 する 1117 滋賀県 滋賀県彦根市野良田町５９９番地１ ５両 杉本　光輝 0749-47-5615
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