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申請者住所 車両数 代表者氏名 連絡先

令和2年5月29日 株式会社　松風 一般 　する　 145 京都府 京都府京都市南区吉祥院石原野上町１番地１ ５台 髙野　國太朗 075-692-2951
令和2年5月29日 株式会社　リル・トランスポート 一般 　する　 146 京都府 京都府八幡市橋本堂ヶ原１７番地３９ ５台 石田　貴司 075-925-9445
令和2年5月29日 株式会社　エートラフィック 一般 　する　 147 京都府 京都府宇治市槙島町千足１８番地１ ５台 倉原　洋祐 0774-28-1125
令和2年5月29日 河本　博充 一般 　する　 148 京都府 京都府舞鶴市字引土小字古八丁２５６番地５ ５台 河本　博充
令和2年5月29日 株式会社　森本組 一般 　しない 149 大阪府 大阪府東大阪市池島町八丁目５番２号 ５台 森本　信敏 072-982-8895
令和2年5月29日 株式会社　ラッシュ 一般 　しない 150 大阪府 大阪府東大阪市長田西４丁目３番２９号 ５台 大城　泰則 06-6748-8633
令和2年5月29日 橋本　和則 一般 　する　 151 兵庫県 兵庫県たつの市新宮町井野原５９２番地 ５台 橋本　和則 0791-75-3787
令和2年5月29日 株式会社　ＬＯＴＵＳ 一般 　する　 152 兵庫県 兵庫県姫路市南条1丁目26番地 ５台 中末　英樹 079-240-5586
令和2年5月29日 株式会社　ハマダ 一般 　する　 153 兵庫県 兵庫県神戸市灘区大石東町３丁目５番８号 ５台 濵田　暁美
令和2年5月29日 株式会社 芝山タクシー大阪 霊きゅう 　しない 169 大阪府 大阪府泉佐野市日根野７４３番地 1台 金塚　章吉 072-479-8788
令和2年5月29日 トレーラージャパン　株式会社 一般 　する　 170 大阪府 大阪府大阪市住之江区新北島五丁目１番１４号 ５台 柴田　英夫 06-6624-9612
令和2年5月29日 株式会社　裕心 霊きゅう 　する　 171 大阪府 大阪府堺市北区新金岡町一丁３番３３号 １台 中出　裕三 072－370－0005
令和2年5月29日 勝貴運輸　株式会社 一般 　する　 172 大阪府 大阪府堺市西区鳳中町２丁２４　岸田ビル２F・B ５台 奥野　正一 072-350-3142
令和2年5月29日 河杉　岳裕 霊きゅう 　しない 173 大阪府 大阪府堺市堺区新在家町西２丁２－３４ １台
令和2年5月29日 株式会社　コスモ観光 霊きゅう 　しない 174 京都府 京都府舞鶴市字公文名７０－１ １台 藤本　政明 0773-77-1555
令和2年5月29日 エスケイハウス 株式会社 一般 　する　 175 京都府 京都府舞鶴市字上福井１１７番地 ５台 志摩　敏樹 0773-75-0652
令和2年5月29日 ＥＫ－ｅｘｐｒｅｓｓ　株式会社 一般 　する　 177 京都府 京都府京田辺市大住女谷７番地１１２ ５台 岸本　誠 0774-74-8846
令和2年5月29日 株式会社　グローリー 一般 　する　 176 京都府 京都府京都市山科区東野中井ノ上町９番地の３８ ５台 髙橋　良太
令和2年5月29日 谷口　友一 一般 　しない 178 京都府 京都府南丹市日吉町上胡麻辻ノ本５番地 ５台
令和2年5月29日 株式会社　スカイランナー 一般 　する　 179 京都府 京都府京都市伏見区京町三丁目１９０番地１グランドメゾン伏見桃山５０７号 ５台 早稲田　伸明 075-644-5968
令和2年5月29日 ＩＣＳ　ＢＲＩＤＧＥ　株式会社 一般 　する　 180 兵庫県 兵庫県神戸市西区南別府２丁目１５番６号１０４ ５台 澤田　茂樹 078-974-2085
令和2年5月29日 株式会社 Ｓｔ．Ｂｅｒｎａｒｄ 一般 　する　 181 兵庫県 兵庫県神戸市西区上新地１丁目１－７－２０３ ５台 橘　明善 078-940-9711
令和2年5月29日 株式会社　大陽商事 一般 　する　 182 兵庫県 兵庫県明石市西明石町５丁目７番１７号 ８台 緒方　嗣則 074－495－2626
令和2年5月29日 浜野　慎二 一般 　する　 183 兵庫県 兵庫県淡路市佐野２５５５ ５台 0799－64－7171
令和2年5月29日 株式会社　マサキ 一般 　する　 184 兵庫県 兵庫県豊岡市庄境１３７番地 ５台 栃尾　正樹 0796-24-3635
令和2年5月29日 株式会社　ｅ－ロジ 一般 　する　 185 兵庫県 広島市中区紙屋町２丁目１番１８号 ５台 金子　悟士 06-6450-4564
令和2年5月29日 ＫＩＮＫＩＳＴＥＥＬ．Ｔ　株式会社 一般 　する　 186 兵庫県 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町２丁目７１番地２ ５台 近藤　充 079-239-7025
令和2年5月29日 大和通商　株式会社 一般 　する　 187 兵庫県 兵庫県川西市大和西１丁目２９番地の７ ５台 片平　邦秋 072-786-8817
令和2年5月29日 内川　幸治 一般 　しない 188 兵庫県 兵庫県神崎郡神河町野村３９３番地の１ ６台 0790-34-0851
令和2年5月29日 株式会社　サンディック 一般 　する　 189 兵庫県 兵庫県加古郡播磨町野添４２２番地の５ ５台 林　美由記 078－941－1500
令和2年5月29日 トムライン　株式会社 一般 　する　 190 奈良県 奈良県天理市西長柄町６５９番地 ５台 堀口　弘樹 0743-67-0106
令和2年5月29日 株式会社　充運送 一般 　しない 191 滋賀県 滋賀県栗東市綣３丁目１９番１１号 ５台 古川　充昭 077-575-5166
令和2年5月29日 ＩＳＭ－ＶＥＣＴＯＲ　株式会社 一般 する 197 兵庫県 兵庫県神崎郡福崎町西田原１８５８－７　サンワプラザ福崎３・２０１号 ５台 柏田　秀人
令和2年5月29日 森岡　喜昭 一般 しない 198 京都府 京都府京都市右京区京北細野町上壬生垣内２－１ ５台 森岡　喜昭 075-852-0867
令和2年5月29日 姫路ハウスサービス　株式会社一般 しない 199 兵庫県 兵庫県姫路市南条１丁目１３３番地 ５台 西田　俊一 079-289-2633
令和2年5月29日 株式会社　フラット・フィールド・ロジ 一般 する 200 大阪府 大阪府泉大津市なぎさ町５番１号 １２台 平野　譲

事業者数 36


