2019年度JL認証制度認定事業所一覧
2020年6月1日現在
地域
本部

北海道
北海道
北海道
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東
関東

組合名

コード

組合員名

ネットワーク札幌協同組合 0103-020 共通運送株式会社
ネットワーク空知協同組合 0110-010 対馬運送株式会社
ネットワーク空知協同組合 0110-014 有限会社ゆうせい運輸
ネットワーク青森協同組合 0202-001 株式会社協和輸送
物流ネットワークオール岩手協同組合

オール宮城運輸事業協同組合
オール宮城運輸事業協同組合
オール宮城運輸事業協同組合
オール宮城運輸事業協同組合

仙台港運送事業協同組合
秋田物流ネットワーク協同組合
山形物流ネットワーク協同組合
福島物流ネットワーク協同組合
郡山ネットワークサーヒ゛ス協同組合

協同組合物流ネットワーク茨城
協同組合物流ネットワーク茨城
協同組合物流ネットワーク茨城
物流ネットワーク栃木協同組合
物流ネットワーク栃木協同組合

埼玉中央輸送協同組合
埼玉中央輸送協同組合
埼玉中央輸送協同組合
埼玉中央輸送協同組合
埼玉中央輸送協同組合
埼玉中央輸送協同組合
越谷ネットワーク協同組合

東武運輸事業協同組合
ウイング東京２１協同組合
協同組合ネットワーク新潟
協同組合ネットワーク新潟

新潟物流ネット協同組合
協同組合物流ネットワーク長野
協同組合物流ネットワーク長野
協同組合物流ネットワーク長野
協同組合物流ネットワーク長野
協同組合物流ネットワーク長野
協同組合物流ネットワーク長野

東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合
東海北陸 物流ネットワーク三河協同組合
東海北陸

物流ローカルネット名古屋協同組合

近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿
近畿

ローカルネットオール大阪協同組合
ホックス大阪物流ネットワーク協同組合

ローカルネットイースト大阪協同組合
ローカルネットイースト大阪協同組合
ローカルネットイースト大阪協同組合
ローカルネットイースト大阪協同組合
ローカルネットイースト大阪協同組合

協同組合物流ネットワーク阪神

中国四国 山陰物流ネットワーク協同組合
中国四国

協同組合岡山中央物流ネットワーク

中国四国

協同組合岡山中央物流ネットワーク

中国四国 広島物流ネットワーク協同組合
中国四国 ネットワーク福山事業協同組合
中国四国 ネットワーク福山事業協同組合
中国四国 協同組合物流ネットワーク徳島
中国四国 香川物流ネットワーク協同組合
中国四国 香川物流ネットワーク協同組合
中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合
中国四国 愛媛物流ネットワーク協同組合
中国四国 オールエヒメネットワーク協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合

0302-013
0401-007
0401-019
0401-031
0401-036
0402-014
0501-005
0601-002
0701-017
0702-009
0801-003
0801-006
0801-020
0901-069
0901-075
1101-003
1101-007
1101-008
1101-010
1101-011
1101-029
1105-004
1108-017
1304-007
1502-005
1502-028
1503-016
2001-005
2001-008
2001-013
2001-014
2001-018
2001-024
2302-005
2302-023
2306-021
2708-001
2711-040
2713-003
2713-008
2713-009
2713-014
2713-015
2804-009
3201-008
3302-002
3302-006
3402-019
3403-004
3403-005
3601-013
3701-011
3701-016
3801-002
3801-027
3802-001
4001-002
4001-007

株式会社岩手中央運輸
株式会社大昇物流
株式会社あさひ運輸商事
株式会社志波姫運輸
株式会社大昇物流 石田物流センター
株式会社ネストロジスティクス 仙台営業所

有限会社北國急行
三星運輸株式会社 本社営業所

本宮運輸有限会社
丸永運送株式会社
ヨシアース株式会社
下館陸運株式会社
猿島運送株式会社
株式会社日本引越センター
株式会社鬼怒川運輸
有限会社遠忠屋運輸
小辻運送株式会社
セイコー運輸株式会社
株式会社斎藤運輸
株式会社サンラインコーポレーション

有限会社豊栄流通サービス
吉川自動車運送株式会社
東武物流サービス株式会社 太田支店

株式会社トートラ
新潟三和運輸株式会社
株式会社ニシヒロ 新潟営業所
新潟陸運株式会社
長野コスモ物流株式会社
信幸運輸株式会社
中部陸運株式会社
株式会社タケウチライン
株式会社高見澤
株式会社日翔通商
大法輸送株式会社
丸共通運株式会社
有限会社イソショウ
奄美コーポレーション株式会社
摂津運輸株式会社
株式会社シンコーエキスプレス
松潮物流株式会社
丸長運送株式会社
株式会社吉良
真鶴興業株式会社
ジャパントラック大阪株式会社
中部貨物有限会社 北栄営業所

株式会社光運送
弘栄産業株式会社
株式会社オキマストランスポート
佐藤重輸株式会社 東広島営業所
株式会社神石共同運送 東城営業所

にしき運送株式会社 本社営業所

港運送株式会社
四国倉庫株式会社
金生運輸株式会社
金生運輸株式会社 広島営業所

宇和島倉庫株式会社
浮羽運輸株式会社
福岡運輸株式会社

設置住所

北海道札幌市白石区米里５条２−６−１０
北海道美唄市美唄１３９４−１４
北海道夕張郡栗山町旭台１−９９
青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０
岩手県北上市堤ヶ丘１−１０−２０
宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜２２８
宮城県登米市迫町北方字五番江１３４−１
宮城県栗原市築館字照越古屋敷６５−１
宮城県大崎市古川清水字三丁目石田２４−５
宮城県仙台市若林区卸町４−６−６
秋田県湯沢市高松字中村１５１−２
山形県東根市蟹沢１９３６
福島県郡山市西田町鬼生田字菅野沢３０２−３
福島県西白河郡矢吹町北町６８−１
茨城県坂東市長須２１９２−１
茨城県筑西市玉戸１０００−４
茨城県坂東市沓掛２３３９
栃木県河内郡上三川町鞘堂５１−１
栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７９６−８
埼玉県鴻巣市加美１−３−３６
埼玉県熊谷市広瀬５４５−９
埼玉県大里郡寄居町末野１７９６−１
埼玉県蓮田市井沼４７８−１
埼玉県深谷市山崎３９５−１
埼玉県熊谷市広瀬１２８−１
埼玉県越谷市流通団地４−１−４
群馬県太田市只上町２３２８−１
東京都練馬区豊玉中３−１２−３
新潟県新潟市南区東萱場２１１１
新潟県新潟市西蒲区遠藤１８０６−５
新潟県新潟市東区紫竹卸新町１９４２−３
長野県小諸市耳取１４６１−１
長野県長野市篠ノ井杵淵１２１−８
長野県上田市下塩尻７５−３
長野県岡谷市長地梨久保１−６−２２
長野県長野市赤沼柳橋２２７６−２
長野県長野市市場１−２
愛知県岡崎市赤渋町字野中９
愛知県碧南市浜町２−１３
愛知県大府市梶田町２−１１
大阪府大東市三箇６−１−８
大阪府摂津市別府３−１５−３
大阪府門真市大字打越４９５−１
大阪府門真市三ツ島６−２２−２３
大阪府河内長野市上原西町６−２０
大阪府守口市南寺方東通６−６−５
大阪府門真市桑才新町４−１
兵庫県宝塚市山本南１−１９−１８
鳥取県東伯郡北栄町東園１７５−１
岡山県岡山市中区江崎２７７−１
岡山県倉敷市松江３−３−２５
広島県廿日市市下平良２−１−７７
広島県東広島市志和町奥屋流田１０６６−１
広島県庄原市東城町久代６７−１
徳島県徳島市下町本丁２０２
香川県坂出市江尻町１−１３０
香川県三豊市詫間町詫間６８２９−９
愛媛県四国中央市川之江町４１２１−９
広島県三次市南畑敷町８７０−３９
愛媛県宇和島市弁天町１−３−１９
福岡県うきは市吉井町千年９６−１
福岡県福岡市博多区空港前２−２−２６

電話番号

011-872-8288
01266-3-4131
0123-72-1722
0172-62-3000
0197-63-8111
0229-28-1700
0220-22-1678
0228-22-6345
0229-36-2770
022-355-7581
0183-79-2882
0237-41-1100
024-981-0330
0248-44-3456
0297-36-0001
0296-28-3411
0297-44-2157
0285-52-0888
0282-86-0693
048-541-0174
048-524-0535
048-581-5767
048-766-1000
0495-77-1791
048-523-1556
048-985-1311
0276-37-6111
03-5946-3441
025-375-2070
0256-70-5050
025-275-4577
0267-24-0871
026-299-8311
0268-24-4403
0266-28-4148
026-296-9001
026-219-5888
0564-53-5334
0566-42-1160
0562-47-7223
072-871-1828
06-6349-2261
072-883-0061
072-886-1185
0721-52-2845
06-6997-0381
06-6900-5601
0797-80-3300
0858-37-5678
086-200-3010
086-455-1139
0829-32-7700
082-433-3838
08477-3-0333
088-644-0059
0877-46-2766
0875-83-8650
0896-58-4356
0824-63-4678
0895-23-0936
0943-75-3171
092-621-0210

2019年度JL認証制度認定事業所一覧
2020年6月1日現在
地域
本部

組合名

九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク福岡協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合
九州沖縄 物流ネットワーク北九州協同組合
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 協同組合オッショイ博多
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 ロジテック福岡協同組合
九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合
九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合
九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合
九州沖縄 佐賀県貨物自動車事業協同組合
九州沖縄 熊本輸送団地協同組合
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 協同組合火の国倶楽部
九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合
九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合
九州沖縄 鹿児島物流ネットワーク協同組合

コード

4001-019
4001-027
4002-002
4002-007
4002-017
4003-004
4003-006
4003-017
4003-018
4003-020
4003-028
4003-032
4004-001
4004-004
4004-013
4004-015
4004-024
4004-025
4004-026
4102-009
4102-016
4102-017
4102-019
4301-030
4302-001
4302-002
4302-003
4302-004
4302-005
4302-006
4302-008
4302-009
4302-010
4302-012
4601-007
4601-021
4601-022

組合員名

株式会社下川運送
サン・ロジテム株式会社
田村運輸株式会社
株式会社丸勢運輸
株式会社テラヤマ倉庫運輸
西福運送株式会社
九州大栄陸運株式会社
有限会社大盛運送
株式会社ニシアツ
江崎商運株式会社
株式会社大生運送

設置住所

福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３７０４−１６
福岡県朝倉市馬田６５５
福岡県京都郡苅田町大字苅田字大磯１１０５−５
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸５−３
山口県山口市陶１１５３−７
福岡県古賀市青柳町４２２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５−１−２４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５−１−１９
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４０９−１
福岡県粕屋郡宇美町障子岳南５−８−１８
福岡県糟屋郡新宮町大字的野７４１−２５

電話番号

0942-77-5180
0946-21-3993
093-434-4937
093-511-1235
083-972-5178
092-944-5511
092-641-6261
092-651-8201
092-963-1281
092-934-1169
092-963-1055
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６４２−１ ＤＰＬ福岡糟屋３０３号 092-409-7168
三和ロジコム株式会社
福岡県八女市今福１０６１−１
0943-24-1159
株式会社柳川合同
福岡県柳川市西浜武４７５−２
0944-74-1111
株式会社古賀物流
福岡県筑後市常用１１０２−１
0942-65-7757
柳川運輸株式会社
福岡県柳川市田脇１７４−１
0944-74-1313
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
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
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
理研運輸株式会社
佐賀県佐賀市駅前中央３−５−１６
0952-30-5661
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
有限会社大川運送
佐賀県伊万里市大川町立川７４０
0955-29-2053
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
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
熊本通運株式会社
熊本県熊本市北区植木町亀甲４３７−４
096-273-6901
株式会社九州アイエヌライン
熊本県菊池郡大津町杉水７０３−１
096-213-4662
096-234-5777
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
株式会社ＮＡＧＡＮＯ ＬＩＮＥ
熊本県宇城市小川町江頭５７
0964-43-1171
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
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
株式会社天水
熊本県玉名市天水町小天７２６２
0968-82-4110
株式会社白馬物流
熊本県熊本市東区戸島町４０８−１
096-380-8911
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
原武運送有限会社
福岡県久留米市三潴町福光３２４−３
0942-64-5033
株式会社昭和貨物
鹿児島県鹿児島市南栄３−９
099-263-3011
株式会社エスライン九州
鹿児島県鹿児島市錦江町７−４
099-266-0095
牧迫運輸株式会社
鹿児島県鹿児島市南栄３−６−２
099-266-0095

