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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

仙台市 キユーソーティス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市泉区明通３－４－１ 022-342-0992

仙台市 株式会社カネヨシ　仙台営業所 宮城県仙台市泉区松森字刺松１番地１　ミヤジョウビル２ 022-343-7242

仙台市 伊東工業株式会社　本社営業所 宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛３６－１、３５－２ 022-375-9020

仙台市 株式会社バイタルエクスプレス　八乙女営業所 宮城県仙台市泉区八乙女３－３－１ 022-772-6061

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台八乙女営業所 宮城県仙台市泉区八乙女４－６－２ 080-5068-1393

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台市名坂営業所 宮城県仙台市泉区市名坂字沖１０２－１０ 070-3874-9018

仙台市 株式会社サカイ引越センター　仙台泉支社 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田１４８－６ 022-773-3161

仙台市 カメイ物流サービス株式会社　仙台泉営業所 宮城県仙台市泉区市名坂南前１番１ 022-373-5295

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台野村営業所 宮城県仙台市泉区野村字桂島東１－３、２－１、３－１， 080-5043-9785

仙台市 アート引越センター株式会社　仙台支店 宮城県仙台市泉区七北田字新田１２－６ 022-374-0123

仙台市 ＴＳネットワーク株式会社　仙台流通センター 宮城県仙台市泉区大沢３－２－３ 022-772-5710

仙台市 株式会社つばめ急便　仙台営業所 宮城県仙台市泉区大沢３丁目３－１，３－２ 022-371-1888

仙台市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　泉営業所 宮城県仙台市泉区明通２丁目９－１ 022-725-5310

仙台市 ヤマト運輸株式会社　宮城主管支店 宮城県仙台市泉区明通３－３－１ 022-706-1540

仙台市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　仙台北支店 宮城県仙台市泉区明通３丁目３－１ 022-343-5717

仙台市 ヤマト運輸株式会社　東北美術品支店 宮城県仙台市泉区明通３丁目３ー１ 022-706-1579

仙台市 河北新報輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市泉区明通３－１３ 022-777-5020

仙台市 浪速運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市泉区明通３丁目２１－２ 022-377-6728

仙台市 株式会社ヒューテックノオリン　東北支店　第二セ 宮城県仙台市泉区明通３丁目２６ 022-378-5433

仙台市 株式会社ヒューテックノオリン　東北支店 宮城県仙台市泉区明通３丁目２９ 022-378-4510

仙台市 ＭＤロジスフィールドサービス株式会社　仙台営業 宮城県仙台市泉区明通４丁目２番地１ 022-378-5611

仙台市 佐川急便株式会社　仙台泉営業所 宮城県仙台市泉区明通４丁目３ 022-342-7833

仙台市 株式会社関東エース　仙台営業所 宮城県仙台市泉区明通４丁目７ 022-342-6888

仙台市 吉川運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市泉区実沢字涌上り屋敷１番１２号 022-377-6561

仙台市 有限会社若生実業　本社営業所 宮城県仙台市泉区実沢字清吾１３番地 022-379-3929

仙台市 株式会社トランス・グリップ　宮城営業所 宮城県仙台市泉区根白石字福沢館下１－４ 022-379-6781

仙台市 ヤマトボックスチャ－タ－株式会社　宮城輸送支店 宮城県仙台市泉区根白石福沢後１５－２ 022-348-4138

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台郡山営業所
宮城県仙台市太白区郡山字欠の上４－１，２－７，２－

８，２－９
080-5049-9966

仙台市 日本図書輸送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市太白区西中田５－１７－１２ 022-241-4106

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台秋保営業所 宮城県仙台市太白区秋保町境野字上戸４４ 080-5044-2811

仙台市 アーティクルキャリー株式会社トーコー　仙台営業 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１３７番９ 022-281-0252

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（宮城県）

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 1／22　ページ　



R5.5.1

市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

仙台市 有限会社気仙沼緑花サービス　仙台営業所
宮城県仙台市太白区茂庭字人来田東１９－５、１９－６、

１９－７
022-307-3371

仙台市 日本郵便輸送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田東４８－４ 022-397-7741

仙台市 日本郵便株式会社　新仙台郵便局 宮城県仙台市太白区鈎取谷地田８０ 022-244-8057

仙台市 アート引越センター株式会社　仙台南支店 宮城県仙台市太白区山田字竹ノ内前１６－１ 022-244-0123

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台太白営業所 宮城県仙台市太白区山田新町４６ 070-3874-9319

仙台市 ワールドトランス株式会社　東北支店　仙台営業所 宮城県仙台市太白区山田新町８４番地 022-302-5915

仙台市 大東実業株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区福田町南１丁目９－３０ 022-353-7578

仙台市 株式会社ＮＳロジ東日本　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港１丁目２－１ 022-258-7470

仙台市 株式会社サクラ　仙台事業所 宮城県仙台市宮城野区港１丁目３－１ 022-258-6314

仙台市 株式会社三榮仙台　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港一丁目３番１号 022-258-6592

仙台市 Ｊ－ロジテック株式会社　東北陸運部 宮城県仙台市宮城野区港１丁目６－１１ 022-259-2211

仙台市 花王ロジスティクス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－３ 022-786-3782

仙台市 塩釜陸運株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－６ 022-387-2641 農産物、水産品、食料品

仙台市 岡田陸運株式会社　仙台支店宮城野営業所 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－６ 022-385-6157

仙台市
セイノースーパーエクスプレス株式会社　仙台貨物

センター
宮城県仙台市宮城野区港２丁目１番９ 022-388-6582

仙台市 東北西濃運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１番９ 022-387-1103

仙台市 西濃運輸株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１－９ 022-786-0611

仙台市 株式会社盛功流通　本社 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－１０ 022-354-0180

仙台市 東北センコー運輸株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港２－１－１１ 022-387-2301

仙台市 塩竈港運株式会社　複合輸送支店 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－１４ 022-259-5811

仙台市 ケーエルサービス東日本株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港２丁目２－１ 022-259-1849

仙台市 東洋メビウス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区港２丁目４－１ 022-388-7251

仙台市 菱中海陸運輸株式会社　東北営業所
宮城県仙台市宮城野区港３丁目１番３号（仙台港国際ビジ

ネスサポートセンター内）
022-388-6330

仙台市 アートバンライン株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－２－５ 022-388-7357

仙台市 株式会社ナカノ商会　第３新港センター 宮城県仙台市宮城野区港３丁目２番５号 022-388-9388

仙台市 協和物流株式会社　港営業所 宮城県仙台市宮城野区港３ー３－４ 022-385-5358

仙台市 協和運輸倉庫株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－３－４ 022-385-5358

仙台市 東磐運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－３－４ 022-258-5581

仙台市 東北流通運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－３－１５ 022-258-8121

仙台市 株式会社丸山運送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目１－２ 022-258-0665

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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仙台市 株式会社ロジネクス　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目２番１号 080-3608-3353

仙台市 太平洋陸送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４－３－５ 022-258-6841

仙台市 仙台陸運株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目３－７ 022-258-1578

仙台市 株式会社臼眞倉庫　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目５－２ 022-259-0024

仙台市 センコン物流株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港４－６－４ 022-259-9270

仙台市 守屋運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４－１０－１ 022-387-1620

仙台市 仙台臨海通運株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目１１番２号 022-259-3564

仙台市 株式会社ベスト・トランスポート　東北営業所 宮城県仙台市宮城野区港４ー１２－２２ 022-259-5002

仙台市 太陽運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港４－１５５－１０ 022-259-5563

仙台市 ホッコウ物流株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区港４－２３４－４ 022-259-8011

仙台市 大北運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目２４６－４ 022-387-2947

仙台市 株式会社みやび運輸商事　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生１丁目５番地の１７ 022-253-7566

仙台市 共同輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２－１－５ 022-258-3911

仙台市 東北乳運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目２－４ 022-387-1666

仙台市 有限会社柏屋運送　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目２－８ 022-352-3501

仙台市 東北宮田物流株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生二丁目２－９ 022-762-9759

仙台市 仙台中央運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２－２－１６ 022-258-7181

仙台市 株式会社加藤興業　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目４番地の７ 022-352-0845

仙台市 株式会社環境施設　本社 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目３０番４号 022-352-7635

仙台市 仙台日梱株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２－３１－１ 022-259-2552

仙台市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　仙台低温物流センター 宮城県仙台市宮城野区蒲生２－３１－４ 022-258-6261

仙台市 名糖運輸株式会社　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目３１－５ 022-387-0251

仙台市 共立輸送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生３丁目３番地の７ 022-762-9806

仙台市 株式会社ｍｉｓｓｉｏｎ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生３丁目４番地７ 022-357-0071

仙台市 プリヴェ運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生３丁目５番地の１ 022-355-6773

仙台市 ブルーエキスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区浦生３丁目５番地の２ 022-399-6701

仙台市 郡東エクスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生３丁目８番地の１６ 022-387-0030

仙台市 盛運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生５丁目７番地の５ 022-388-8533

仙台市 二葉運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生５丁目１２番地の１ 022-388-6651

仙台市 中越テック株式会社　東北営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１－７ 022-288-9426

仙台市 東北三八五流通株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１－１０ 022-288-8111

仙台市 株式会社日硝ハイウエー　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町３－３８ 022-390-0105

仙台市 北昭運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１００３－１８ 022-287-5051

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 3／22　ページ　
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仙台市 名鉄運輸株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区福室字田中東一番１８－１ 022-259-8611

仙台市 株式会社昇栄　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区白鳥２丁目３４番１８号 022-354-0155

仙台市 有限会社タキエンタープライズ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区白鳥２丁目４３０ 022-387-0681

仙台市 株式会社ＬＪＰ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目１５番１３号 022-352-7803

仙台市 株式会社仙台ミトモ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目４－１２ 022-254-0901

仙台市 株式会社和孝運輸　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目５－３ 022-388-7330

仙台市 大衡運送株式会社　仙台東営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目５－７ 022-385-6907

仙台市 東北菱倉運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目５－７ 022-387-2331

仙台市 仙台オート輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目６－７ 022-258-4649

仙台市 三陸輸送株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目８番地の１８ 022-258-8071

仙台市 三陸運輸株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目８番地の１８ 022-387-1702

仙台市 迫トラック株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目１０－９ 022-781-6081

仙台市 サンワ重搬株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３丁目３－４ 022-355-7812

仙台市 株式会社Ｆ・Ｃライン　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区出花２丁目１１－９ 022-355-6891

仙台市 株式会社Ｆ・Ｃライン　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区出花２丁目１１－９ 022-355-6522

仙台市 カホク運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目２番地の１５ 022-353-7451

仙台市 丸運トラック株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目３－６ 022-254-5155

仙台市 株式会社シーエス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目３番地の６ 022-388-6502

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台中野営業所 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目３番地１６ 080-5451-3843

仙台市 有限会社美藤流通システム　本社 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目３－２７ 022-388-9088

仙台市 株式会社フジ物流　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野２丁目３－１ 022-258-6110

仙台市 有限会社キットエクスプレス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野３丁目１－１３ 022-388-7708

仙台市 宇徳ロジスティクス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区中野３－４－１４ 022-388-8381

仙台市 株式会社仙台食品運輸　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目１番地の１ 022-388-8388

仙台市 株式会社仙台配送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－２４ 022-259-6261 木材・木製品、食料品、引越貨物

仙台市 株式会社東北カーゴ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－２４　サンエスビル 022-388-5123

仙台市 共進運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－３４ 022-253-7647

仙台市 東北いづみ運輸株式会社　本社 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－３５ 022-786-6886

仙台市 株式会社スカイ運輸　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目３－１ 022-253-5135

仙台市 株式会社トッキュウ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目５番地６ 022-388-6075

仙台市 ＴＨＳ仙台株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目７－２７ 022-388-7774

仙台市 株式会社北海興業　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目９－８ 022-786-1997

仙台市 富田運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目１番地の８、１番地の９ 022-258-2610

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 4／22　ページ　
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仙台市 株式会社レイテック　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目３－５ 022-353-7661

仙台市 株式会社誠光運輸　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目３－２０ 022-388-6370

仙台市 福島県北運輸株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目３番地の３６ 022-388-7285

仙台市 前山倉庫株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目５番地の６ 022-254-5933

仙台市 山形陸上運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目５－２２ 022-254-1431

仙台市 伊達貨物運送株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目６－５ 022-352-6390
日用品・雑貨、機械・機械部品、

引越貨物

仙台市 秋田運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目７－１４ 022-355-5531

仙台市 株式会社トランシス東北　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目８－１３ 022-786-6556

仙台市 株式会社新日本物流　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目８－１６ 022-388-8867

仙台市 株式会社シブヤトランスポートサービス　仙台営業 宮城県仙台市宮城野区中野字資田２０－１ 022-361-3072

仙台市 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　仙台物流センター
宮城県仙台市宮城野区中野字柳原２６－１７　株式会社ナ

カノ商会仙台支店内
022-786-0561

仙台市 丸久株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野字寺前８３－１，８５－１ 022-258-0296

仙台市 会津通商株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区高砂１丁目３０－９ 022-254-4589

仙台市 むつば物流株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻１丁目２１－３８ 022-349-9206

仙台市 京和運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻２丁目１－１ 022-388-6805

仙台市 北関東ピアノ運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻２丁目３－５３ 022-781-8520

仙台市 株式会社ビー・アイ運送　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区福田町南１丁目８－２ 050-3775-1289

仙台市 株式会社鈴与カーゴネット東北　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区苦竹３丁目４番１０号 022-235-0882

仙台市 株式会社アサヒセキュリティ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１－３０ 022-782-0722

仙台市 カトーレック株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目３番２５号 022-706-4000

仙台市 株式会社アストモスガスセンター東北　扇町営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目７番３号 022-239-3931

仙台市 綜合警備保障株式会社　警送宮城支社 宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目８－２６ 022-284-1992

仙台市 株式会社スリーエス・サンキュウ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２－１－４８ 022-239-0311

仙台市 東北メールサービス株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２－２－３６ 022-236-7601

仙台市 中鋼運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目１－１１ 022-235-3165

仙台市 鮫川運送株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目２－２０ 022-782-1950

仙台市 株式会社大崎　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３－１９ 022-235-3315

仙台市 株式会社八洲陸運　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目４番８号 022-781-7420

仙台市 福岡運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目４－８ 022-788-0711

仙台市 アート引越センター株式会社　仙台東支店 宮城県仙台市宮城野区扇町２－４－４７ 022-788-0123

仙台市 北海道東北名鉄運輸株式会社　仙台西支店 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目４－５１ 022-283-2491

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 5／22　ページ　
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仙台市 株式会社ビー・アイ運送　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１－１２ 022-284-5506

仙台市 ロジトライ東北株式会社　仙台事業所 宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１－３５ 022-236-8620

仙台市 株式会社ビー・アイ運送　仙台ロジスティクス 宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１－４５ 022-232-7331

仙台市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町３－２－１ 022-236-0911

仙台市 株式会社日立物流東日本　東北輸送営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町３－２－１２ 022-232-5486

仙台市 西濃エキスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目２－１７ 022-232-5778

仙台市 近物レックス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町３－３－１ 022-232-1151

仙台市 大金運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町３－４－４ 022-237-1351

仙台市 ホクトウサービス株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－２－１１ 022-236-9237

仙台市 株式会社大昇物流　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４－７ 022-782-5090

仙台市 佐川急便株式会社　東仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－５－２ 0570-01-0709

仙台市 ＳＧムービング株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目６－８ 022-782-0250

仙台市 東京アンデス物流株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目６－８ 022-369-3351

仙台市 泉海商運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目７－８ 022-781-7930

仙台市 株式会社丸運ロジスティクス東北　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－７－２５ 022-237-0111

仙台市 ＳＢＳフレックネット株式会社　仙台センター 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目８－３ 022-354-1658

仙台市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町５丁目９番３号 022-762-8497

仙台市 中越運送株式会社　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４ 022-258-6081

仙台市 三星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４０ 022-258-7800

仙台市 株式会社トミナガ　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－１－９ 022-259-0351

仙台市 キャリーネット株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目２－５ 022-388-7730

仙台市 ジャパンフードライン株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目２番５号 022-762-8410

仙台市 丸祐商事株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目２番地２５ 022-778-0112

仙台市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目３番９ 022-258-6755

仙台市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　物流センター 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目３－１３ 022-794-7861

仙台市 株式会社太陽流通サービス　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目３番６号 022-388-6534

仙台市 南東北福山通運株式会社　仙台中央支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－６ 022-259-2255

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 022-254-0801

仙台市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 022-388-7680

仙台市 ヤマト運輸株式会社　新宮城主管支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 080-5044-0152

仙台市 佐川急便株式会社　仙台南営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目５－３ 0570-01-0585

仙台市 佐川急便株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７－５－３３ 022-258-8181

仙台市 株式会社丸の内運送　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目６－３０ 022-352-7823

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 6／22　ページ　
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仙台市
アイエイチロジスティクスサービス株式会社　仙台

センター
宮城県仙台市宮城野区扇町７－７－５ 022-786-2550

仙台市 丸ヵ運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目７番１２号 022-762-6905

仙台市 フジトランスポート株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目８－２４ 022-762-5271

仙台市 株式会社サカイ引越センター　仙台北支社 宮城県仙台市宮城野区日の出町２－１－４３ 022-782-8898

仙台市 株式会社仙台ピアノサービス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４－１ 022-231-0367

仙台市 関東運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２－４－１６ 022-231-0479

仙台市 株式会社大政商事　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目５－１３ 022-232-7557

仙台市 仙台喜多運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－３－１ 022-239-2797

仙台市 株式会社ロジパルエクスプレス　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－３－７ 022-236-6608

仙台市 株式会社杉孝　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３丁目４番３３ 022-782-5556

仙台市 株式会社仙台丸水配送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－８－２７ 022-232-8881

仙台市 東北新潟運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区苦竹４－３－１ 022-788-0601

仙台市 ＹＢＳサービス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区苦竹４－３－１ 022-782-1851 食料品、飲料等

仙台市 ＮＸ東北トラック株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹４丁目３－１ 022-788-4633

仙台市 株式会社日之出運輸　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目３－１ 022-782-1911

仙台市 新潟運輸株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目３番１号 022-236-3151

仙台市 日本フレートライナー株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－２－１ 022-299-2316

仙台市 日本通運株式会社　仙台コンテナ支店 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－５７－１ 022-291-0239

仙台市
株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス　

仙台営業所
宮城県仙台市宮城野区宮城野三丁目５７ー１ 022-257-2711

仙台市 有限会社オイカワ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区岩切３丁目２２番１０号 022-396-8131

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台岩切営業所 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市東２１３－１ 080-5044-0084

仙台市 有限会社大士運輸　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区岩切字余目８－２ 022-385-7955

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台新田営業所 宮城県仙台市宮城野区燕沢東１丁目４４１，４４２，４４ 080-5044-2981

仙台市 東北西部運輸株式会社　仙台支店
宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東４丁目１３－５アルファネ

クストⅡＢ１０３
022-388-1477

仙台市 丸大運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原５－２ 022-251-6337 食料品、飲料等、日用品・雑貨

仙台市 株式会社ワールドサプライ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区大梶５５－１ 022-292-5502

仙台市 マクサム通運株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区田子１丁目８－３２ 022-355-8071

仙台市 日本通運株式会社　仙台引越美術品事業所 宮城県仙台市若林区卸町２丁目１－１１ 022-762-8126

仙台市 株式会社樋口物流サービス　仙台営業所 宮城県仙台市若林区鶴代町４番５５号 022-745-2850

仙台市 株式会社タカラ倉庫運輸サービス　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東１－５－１ 022-284-9090

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 7／22　ページ　
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仙台市 株式会社バイタルエクスプレス　仙台中央営業所 宮城県仙台市若林区卸町東１－８－２０ 022-783-8088

仙台市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　仙台ガス営 宮城県仙台市若林区卸町東１－１００１－３ 022-236-6060

仙台市 柳田運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東２－２－２２ 022-782-6720

仙台市 日本通運株式会社　仙台ネットワーク事業所 宮城県仙台市若林区卸町東２丁目６－２ 022-782-2280

仙台市 日本通運株式会社　仙台ロジスティクス事業所 宮城県仙台市若林区卸町東２－９－１，９－２，９－３ 022-782-8102

仙台市 仙台日通運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東２－９－３ 022-284-6001

仙台市 沼田運輸倉庫株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東３－３－２９ 022-287-3300

仙台市 株式会社ＬＮＪ東京　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東３丁目４番１３号 022-290-9207

仙台市 北星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東３－４－１４ 022-390-7571

仙台市 東北丸八運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４－１－６ 022-287-3528

仙台市 株式会社新開トランスポートシステムズ　仙台営業 宮城県仙台市若林区卸町東４丁目１－８ 022-287-0360

仙台市 株式会社ホームエネルギー東北　仙台ガスセンター 宮城県仙台市若林区卸町東４－２－８ 022-288-8261

仙台市 株式会社東北デイリーサービス　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４－３－１６ 022-390-6380

仙台市 株式会社シンエイ・ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ　仙台営業 宮城県仙台市若林区卸町東４丁目４－６ 022-794-9901

仙台市 有限会社カズフードサービス　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４－４－１０ 022-287-0170

仙台市 勅使川原産業株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５－１－８ 022-288-9890

仙台市 中央運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５－５－１ 022-287-2277

仙台市 ＫＭＹ株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目５番地７ 022-762-9881

仙台市 株式会社関東エース　仙台東営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５丁目６－７ 022-349-9101

仙台市 大衡運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５丁目６－１６ 022-288-7363

仙台市 東北新開株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５丁目７－２３ 022-385-6377

仙台市 株式会社タクミ配送　本社営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目北町８－２８コーポグリーン 022-352-8904

仙台市 アクロストランスポート株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目北町１５－２ 022-287-0042

仙台市 株式会社ティスコ運輸　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目西町７丁目３５番地 022-349-9035

仙台市 日本通運株式会社　東北重機建設支店 宮城県仙台市若林区六丁の目西町１００８－２１ 022-288-9506

仙台市 アサヒロジスティクス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目南町６－１ 022-253-6966

仙台市 株式会社ロジネクス　本社営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目南町６－１ 022-369-3585

仙台市 株式会社ダイカツ　仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町６－１ 022-385-7635

仙台市 株式会社リネット　仙台営業所
宮城県仙台市若林区六丁目字南９７－３　東インター斎喜

ビル３階
022-287-4321

仙台市 日本通運株式会社　仙台警送事業所 宮城県仙台市若林区卸町２－１－１１ 022-284-8261

仙台市 株式会社庄子運送　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－２ 022-284-1711

仙台市 アサノ運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目２番地 022-284-3121

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 8／22　ページ　
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仙台市 ＤＯＷＡ通運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目２ 022-369-3795

仙台市 第一貨物株式会社　仙台東支店 宮城県仙台市若林区卸町２－２－６ 022-236-2111

仙台市 東日運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目２－１４ 022-231-5036

仙台市 株式会社仙台中央卸売市場配送センター　本社営業 宮城県仙台市若林区卸町４－３－２ 022-232-8022

仙台市 仙台運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目４ 022-284-3163

仙台市 仙台陸運株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－４－８ 022-782-7272

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台卸町営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－５－１２ 080-5044-0119

仙台市 株式会社ラインサービス　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目５－１４ 022-284-1414

仙台市 株式会社サンユー　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４丁目５番地の２１－２ 022-284-1321

仙台市 株式会社ネストロジスティクス　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－６－６ 022-355-7581

仙台市 株式会社東配　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町４－８－１２ 022-239-1081

仙台市 小田川運輸有限会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町５丁目５－１ 022-349-5961

仙台市 澤田商事株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町５－５－９，５－１０，５－１１ 022-235-9411

仙台市 蜂谷運輸倉庫株式会社　卸町営業所 宮城県仙台市若林区卸町５－６－１ 022-235-3331

仙台市 株式会社ロジコム　仙台支店 宮城県仙台市若林区卸町５丁目６番２号 022-349-5255

仙台市 タイホーロジテム株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町５－７ 022-782-5881

仙台市 法成寺運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁目字赤沼４－２ 022-354-1426

仙台市 福山エクスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁目赤沼５－１ 022-288-0292

仙台市 武蔵貨物自動車株式会社　仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁目字南９８－２ 022-288-5525

仙台市 岩手雪運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区荒井字細沼７０－４ 022-288-5891

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台大和町営業所 宮城県仙台市若林区大和町３－１－２ 080-5043-9946

仙台市 丸中倉庫運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区大和町４－１６－２ 022-237-7421

仙台市 株式会社ハート引越センター　仙台営業所 宮城県仙台市若林区かすみ町２８番１５ 022-294-8150

仙台市 宮城ポスタルサービス株式会社　本社 宮城県仙台市若林区遠見塚東７番８号 022-294-8020

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台一本杉営業所 宮城県仙台市若林区一本杉町４番１５ 080-5068-1401

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台上飯田営業所 宮城県仙台市若林区上飯田字天神４５－２ 080-6699-6532

仙台市 日本郵便株式会社　若林郵便局 宮城県仙台市若林区かすみ町１７－４４ 022-282-8610

仙台市 株式会社エネックス　東北支店 宮城県仙台市宮城野区仙台港北１丁目５－３ 022-258-0138

仙台市 日本郵便株式会社　仙台北郵便局 宮城県仙台市青葉区台原三丁目１７－１０ 022-273-9511

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台一番町３丁目営業所 宮城県仙台市青葉区茂庭字寺下５－６ 080-5043-9811

仙台市 日本郵便株式会社　仙台中央郵便局 宮城県仙台市青葉区北目町１－７ 022-267-8006

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台八幡営業所 宮城県仙台市青葉区郷六字館６３ 080-5044-0037

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台愛子営業所 宮城県仙台市青葉区栗生６丁目１２－３ 080-5451-3842

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 9／22　ページ　
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仙台市 株式会社小林商事　落合営業所 宮城県仙台市青葉区落合２丁目３－６ 022-392-6650

仙台市 秋保運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原３１－３ 022-391-1345

仙台市 陸前運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市青葉区上愛子字平治１５－２ 022-392-1717

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台吉成営業所 宮城県仙台市青葉区芋沢字権現森山１３－３０ 080-5044-0061

石巻市 ヤマト運輸株式会社　石巻湊営業所 宮城県石巻市湊字筒場７５－４ 080-5044-2835

石巻市 第一貨物株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市湊字大門崎１２８ 0225-22-5185

石巻市 有限会社丸伝運輸　本社営業所 宮城県石巻市不動町２－１２－７ 0225-93-7559

石巻市 有限会社勝又運輸　本社営業所 宮城県石巻市魚町２丁目５番２号 0225-94-2240

石巻市 石巻みなと商運株式会社　本社営業所 宮城県石巻市魚町３－４－２０ 0225-23-3611

石巻市 株式会社仙台丸水配送　石巻営業所 宮城県石巻市魚町３丁目１３－８ 0225-22-6550

石巻市 南東北福山通運株式会社　石巻支店 宮城県石巻市開成１－７ 0225-94-0292

石巻市 株式会社三協運輸サービス　石巻営業所 宮城県石巻市開成１－４３ 0225-98-3256

石巻市 カメイ物流サービス株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市伊原津１丁目６３－１ 0225-94-9565

石巻市 ヤマト運輸株式会社　石巻河北営業所 宮城県石巻市相野谷字六本木２５－２ 080-5068-3572

石巻市 株式会社日之出運輸　石巻事業所 宮城県石巻市桃生町寺崎字新町８８ 0225-79-3711

石巻市 有限会社桃神運送　本社営業所 宮城県石巻市桃生町神取字山下４０番地の１ 0225-76-2268

石巻市 ヤマト運輸株式会社　石巻元倉営業所 宮城県石巻市元倉２丁目１５、１６、１７ 080-6698-6304

石巻市 セイホク物流株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町１－７ 0225-95-3903

石巻市 東日本エス物流株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町５番地４ 0225-98-6116

石巻市 株式会社南光物流サポート　本社営業所 宮城県石巻市重吉町７番地１ 0225-94-3973

石巻市 有限会社マルエ運送　本社営業所 宮城県石巻市重吉町８－７ 0225-95-7311

石巻市 佐川急便株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市重吉町８－１０ 0225-96-9030

石巻市 女川運輸株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町８番地の１７ 0225-93-2135

石巻市 河北トラック株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町８－１８ 0225-95-9913

石巻市 エスプリ株式会社　本社営業所 宮城県石巻市中島町１７ 0225-95-6611

石巻市 日本通運株式会社　仙北支店 宮城県石巻市中島町１７－５ 0225-95-2111

石巻市 あさひ運輸株式会社　本社営業所 宮城県石巻市中浦２丁目２６番地１２ 0225-95-0001

石巻市 重吉興業株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町８－１２ 0225-24-9817

石巻市 有限会社シゲン商運　本社 宮城県石巻市門脇字明神２５番地１ 0225-93-5185

石巻市 大正建設株式会社　本社営業所 宮城県石巻市門脇字捨喰３１－１ 0225-93-8351

石巻市 株式会社バイタルエクスプレス　石巻営業所 宮城県石巻市門脇字一番谷地４３－８ 0225-21-1441

石巻市 有限会社マルフジ運輸　本社営業所 宮城県石巻市門脇字浦屋敷６１－１ 0225-95-2755

石巻市 新東運輸株式会社　本社営業所 宮城県石巻市大街道北３丁目１６－１２６，１６－２５ 0225-96-6621

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 10／22　ページ　
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石巻市 センコーエーラインアマノ株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市大街道南３丁目１５０－１ 0225-96-8220

石巻市 有限会社大士運輸　本社営業所 宮城県石巻市築山１丁目１１８－２ 0225-98-7331

石巻市 ヤマト運輸株式会社　石巻蛇田営業所 宮城県石巻市蛇田字下中埣３７－１ 080-6699-5582

石巻市 北海道東北名鉄運輸株式会社　石巻営業所
宮城県石巻市蛇田字新沼向前１２－１、１３－１、１３－

３、１４－１
018-853-8751

石巻市 東北西濃運輸株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市鹿又字学校前５１－１ 0225-86-5785

石巻市 株式会社小野寺運輸　本社営業所 宮城県石巻市鹿又字新高田５３番１ 0225-24-8656

石巻市 有限会社佐々建運輸　本社営業所 宮城県石巻市鹿又字道的前３５７ 0225-75-2737

石巻市 有限会社馬場建運送　本社営業所 宮城県石巻市流留字１番囲１ 0225-97-2453

石巻市 トランスポート宮城株式会社　本社営業所 宮城県石巻市流留字三番囲５０ 0225-25-1066

石巻市 塩釜陸運株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市渡波字浜曽根山１５番地 0225-25-1120 水産品、農産物

石巻市 東北陸運株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市渡波字浜曽根山１８ 0225-97-5744

石巻市 日本郵便株式会社　石巻郵便局 宮城県石巻市南中里３－１５－４２ 0225-95-4053

石巻市 有限会社真栄運輸　本社営業所 宮城県石巻市北村字軽井沢前２７番３ 0225-73-3010

石巻市 株式会社サンワテック　本社営業所 宮城県石巻市須江字畳石前１－２１ 0225-98-3033

石巻市 有限会社信陽　本社営業所 宮城県石巻市須江字畳石前１番地２２ 0225-98-5912

石巻市 有限会社フジイ　本社営業所 宮城県石巻市須江字畳石前１－３７ 0225-22-0490

石巻市 ヤマト運輸株式会社　石巻河南営業所 宮城県桃生郡河南町広渕字物見沢１１１－３ 080-5044-2791

塩竈市 株式会社岡崎運輸　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町１－１２７－４９ 022-365-1081

塩竈市 東北陸運株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２－２－４２ 022-364-0125

塩竈市 マルハマ運輸株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２－１０３－５５ 022-366-3347

塩竈市 塩釜陸運株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２丁目１４８－４，１４８－５９ 022-365-3137 水産品、農産物

塩竈市 株式会社互興運送　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町３－１０９－５３ 022-365-5551

塩竈市 カメイ物流サービス株式会社　仙台営業所 宮城県塩釜市貞山通２丁目９－１ 022-361-3201

塩竈市 株式会社東北三光　本社営業所 宮城県塩竈市貞山通３－７－２７ 022-366-2701

塩竈市 東部ネットワーク株式会社　仙台営業所 宮城県塩竃市貞山通３丁目１３－２１ 022-349-4472

塩竈市 東北センコー運輸株式会社　仙台営業所 宮城県塩竃市貞山通３丁目２９－８ 022-361-5771

塩竈市 大郷運輸株式会社　本社営業所 宮城県塩釜市貞山通３丁目２９－１２ 022-361-0315

塩竈市 株式会社東北酸素　本社営業所 宮城県塩釜市貞山通３－２９－１６ 022-361-6566

塩竈市 ヤマト運輸株式会社　塩釜新浜営業所 宮城県塩竈市中の島６２ 080-5043-9818

塩竈市 日本郵便株式会社　塩釜郵便局 宮城県塩竈市港町二丁目８－１８ 022-367-3142

塩竈市 塩釜陸運株式会社　新富営業所 宮城県塩竈市新富町２３－２ 022-364-3958 アスファルト

気仙沼市 有限会社エヌ・オー通産　東北 宮城県気仙沼市港町４８番地１８ 0226-21-1233

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 11／22　ページ　
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気仙沼市 南東北福山通運株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市川口町１丁目２４－１ 0226-24-6292

気仙沼市 ヤマト運輸株式会社　気仙沼田中前営業所 宮城県気仙沼市田中前２－１０－３ 080-5044-2810

気仙沼市 有限会社花道　本社営業所 宮城県気仙沼市所沢３１４－２ 0226-22-1350

気仙沼市 東北陸運株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市東新城１－１０－８ 0226-22-8412

気仙沼市 塩釜陸運株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市東新城一丁目１０番８号 0226-29-6361 水産品、農産物

気仙沼市 近物レックス株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市字松崎馬場１３－１ 0226-22-0425

気仙沼市 東北西濃運輸株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市松崎馬場１３－１ 0226-22-0120

気仙沼市 株式会社大一物流　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市赤岩四十二２０ 0226-29-6575

気仙沼市 株式会社マキノ運輸　本社営業所 宮城県気仙沼市赤岩四十二４１ー４ 0226-24-6363

気仙沼市 有限会社気仙沼緑花サービス　本社営業所 宮城県気仙沼市字赤岩上羽田２８ 0226-23-3105

気仙沼市 ムラコ株式会社　本社営業所 宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地１２ 0226-25-8773

気仙沼市 株式会社村上工業　本社営業所 宮城県気仙沼市赤岩大滝７番地１２ 0226-24-4825

気仙沼市 佐川急便株式会社　気仙沼営業所
宮城県気仙沼市最知川原３７－１，３８－２，４１－１，

４２－１
0226-27-5311

気仙沼市 株式会社臼眞倉庫　本社営業所 宮城県気仙沼市長磯二本松１８－２ 0226-25-9020

気仙沼市 カメイ物流サービス株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市東中才１３９ 0226-29-5206

気仙沼市 日本通運株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市下八瀬４３８番２ 0226-55-2295

白石市 株式会社タドコロ物流　仙南営業所 宮城県白石市福岡蔵本字堂形９番地２ 0224-26-6811

白石市 株式会社亀岡建設　本社営業所 宮城県白石市八幡町７－２４ 0224-24-4099
機械・機械部品、砂利・砂・石材、

廃棄物

白石市 近物レックス株式会社　白石営業所 宮城県白石市南町２丁目１１２－１ 0224-26-3508

白石市 京極運輸商事株式会社　蔵王営業所 宮城県白石市福岡深谷字街道外三番１３８－４ 0224-25-6680

白石市 東北乳運株式会社　白石営業所 宮城県白石市福岡深谷字佐久来５番２４ 0224-26-9131

白石市 佐川急便株式会社　白石営業所 宮城県白石市福岡深谷字佐久来５－３３ 0224-25-2100

白石市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　白石営業 宮城県白石市福岡深谷字三本松７－２ 0224-25-8805

白石市 株式会社エムエス物流　本社営業所 宮城県白石市福岡深谷字三本松４１番１ 0224-29-3696

白石市 ヤマト運輸株式会社　　白石営業所 宮城県白石市福岡深谷字三本松４１－２ 080-5068-1385

白石市 伊達貨物運送株式会社　白石営業所 宮城県白石市白鳥２－１２８，１２９ 0224-25-4557

名取市 大仙運輸株式会社　名取営業所 宮城県名取市高柳字圭田８２－３ 022-385-2323

名取市 有限会社ひきち運送　本社営業所 宮城県名取市小塚原字東遠泉８６－１ 022-385-0837

名取市 有限会社名取貨物運送　本社営業所 宮城県名取市小塚原字西中塚３１８ 022-385-3660

名取市 青森定期自動車株式会社　仙台営業所 宮城県名取市大曲字布田１５６ 022-395-7397

名取市 郡山運送株式会社　仙台営業所 宮城県名取市大曲字布田１５６ 022-385-2650

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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名取市 閖上トラック株式会社　本社営業所 宮城県名取市大曲字布田１７４－１ 022-385-0951

名取市 株式会社サカイ引越センター　東北支社 宮城県名取市上余田字千刈田９００－４ 022-384-8411

名取市 株式会社バイタルエクスプレス　本社営業所 宮城県名取市下余田字鹿島１０ 022-384-1539

名取市 株式会社スタームービング　仙台営業所 宮城県名取市下余田字中荷２２７ 022-382-0154

名取市 センコン物流株式会社　本社営業所 宮城県名取市下余田字中荷６７２－１ 022-382-2156

名取市 第一梱包運輸株式会社　本社営業所 宮城県名取市増田１－１６－１６ 022-384-3388

名取市 ヤマト運輸株式会社　　名取増田営業所 宮城県名取市増田字柳田３２９－２ 080-5068-1392

名取市 寒河江物流株式会社　仙台営業所 宮城県名取市増田字柳田３３３－５ 022-398-4963

名取市 第一貨物株式会社　仙台南支店 宮城県名取市飯野坂２－４ 022-384-3111

名取市 大森運送株式会社　東北営業所 宮城県名取市植松錦田１２４－１ 022-398-8833

名取市 センコーエーラインアマノ株式会社　仙台営業所 宮城県名取市植松字南７９－１ 022-381-1833

名取市 株式会社首都圏物流　仙台センター 宮城県名取市高館熊野堂字余方上３０ 022-797-8205

名取市 加藤運輸有限会社　仙台第１営業所 宮城県名取市高舘熊野堂字余方上３０ 022-302-6643

名取市 西濃運輸株式会社　仙台南支店 宮城県名取市高館熊野堂余方上３０－２ 022-386-2231

名取市 株式会社宮城運輸　本社営業所 宮城県名取市高館熊野堂字岩口下４６－１ 022-386-3111

名取市 ヤマト運輸株式会社　名取高舘営業所 宮城県名取市高舘吉田字西窪田５－５ 080-5098-1151

名取市 株式会社ムロオ　仙台支店 宮城県名取市愛島台１丁目１－１ 022-281-9110

名取市 マクサム通運株式会社　仙台営業所 宮城県名取市愛島台１丁目１０１－６１ 022-724-7561

名取市 有限会社カネシゲ建機　本社営業所 宮城県名取市本郷字大門７４番 022-382-8044

名取市 ヤマト運輸株式会社　岩沼中央営業所 宮城県名取市堀内字南１９７－１ 080-5068-0174

名取市 春山運輸株式会社　仙台営業所 宮城県名取市堀内字南竹１３－１ 0223-29-2400

角田市 株式会社グランツ　仙南営業所 宮城県角田市島田字林２４－１ 0224-62-1831

角田市 株式会社とくら運送　本社営業所 宮城県角田市角田字老ケ崎１０５－１ 0224-62-1656
機械・機械部品、電子部品・

精密機器

角田市 ヤマト運輸株式会社　　角田営業所 宮城県角田市梶賀字一里壇北２７０－２ 080-5044-2750

角田市 日本梱包運輸倉庫株式会社　角田営業所 宮城県角田市梶賀字高畑北２２６－３ 0224-62-4308

角田市 有限会社太田建材店　本社営業所 宮城県角田市梶賀字高畑北４０２，４００ 0224-63-3455

多賀城市 有限会社ハザマ運輸　本社営業所 宮城県多賀城市笠神５－１３－３０ 022-367-3121

多賀城市 伊藤トラック有限会社　本社営業所 宮城県多賀城市大代１ー１８６ー３ 022-366-1131

多賀城市 株式会社天佑　仙台営業所 宮城県多賀城市大代５丁目６番３４号 022-352-7500

多賀城市 石巻みなと商運株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄２丁目１０６－１ 022-365-6915

多賀城市 門馬商事株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄２丁目１４０ 022-361-7126

多賀城市 門馬商運株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市栄二丁目１４０番地 022-361-3081

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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多賀城市 カメイ物流サービス株式会社　多賀城営業所 宮城県多賀城市栄２丁目１９０－１ 022-361-7715

多賀城市 上野輸送株式会社　塩釜営業所 宮城県多賀城市栄２－１９０－２ 022-362-1538

多賀城市 株式会社トーウン　多賀城営業所 宮城県多賀城市栄二丁目２０２番地４ 022-355-9922

多賀城市 高運送株式会社　宮城営業所 宮城県多賀城市栄３丁目４－４ 022-361-0271

多賀城市 結城運輸倉庫株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄３－２８－１ 022-362-3409

多賀城市 株式会社ニヤクコーポレーション　多賀城事業所 宮城県多賀城市栄３丁目４９－４ 022-365-7131

多賀城市 有限会社旭運送　本社営業所 宮城県多賀城市栄３－５４－１ 022-363-2313

多賀城市 大和物流株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄４丁目４番１－１号 022-361-3771

多賀城市 株式会社東洋陸送社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄４丁目２１－１ 022-364-7211

多賀城市 龍北運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市明月１－１－１３ 022-367-5533

多賀城市 株式会社暁運輸　仙台営業所 宮城県多賀城市明月１丁目５－１２－３１２ 022-781-7665

多賀城市 株式会社コイシカワ　仙台営業所 宮城県多賀城市明月２－３－１ 022-367-3336

多賀城市 株式会社フジトランスライナー　仙台営業所 宮城県多賀城市明月２－４２－１ 022-367-2871

多賀城市 株式会社ダイカツ　仙台営業所 宮城県多賀城市明月２丁目１０５番地３ 022-362-6711

多賀城市 アサガミ株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市宮内１－８－７５ 022-365-4121

多賀城市 幸栄運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２－３－２ 022-365-5218

多賀城市 株式会社宮城陸送　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２丁目４－１－１ 022-366-5121

多賀城市 宮城光和運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２－８０ 022-365-8224

多賀城市 港運輸送株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２－１１９－１ 022-367-1135

多賀城市
株式会社ゼロ・プラス東日本　仙台カスタマーサー

ビスセンター
宮城県多賀城市町前１丁目７番２号 022-366-3350

多賀城市 株式会社ハヤカワ　仙台営業所 宮城県多賀城市町前１丁目９－３４ 022-352-5288

多賀城市 仙台エクスプレス株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市町前１丁目９番４６号 022-388-7720

多賀城市 株式会社若商　本社営業所 宮城県多賀城市町前１丁目９－４７ 022-352-1651

多賀城市 ヤマト運輸株式会社　多賀城伝上山営業所 宮城県多賀城市伝上山１－３１８－１ 080-5044-0018

岩沼市 大虎運輸東北株式会社　仙台支店 宮城県岩沼市空港西２丁目２番１ 0223-22-5211

岩沼市 東北トラッキング株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市下野郷字西原５番７ 0223-22-4116

岩沼市 日本通運株式会社　仙南支店岩沼臨空物流センター 宮城県岩沼市下野郷字新関迎６ 022-762-8126

岩沼市 株式会社久津運送店　岩沼営業所 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼２２－４ 0223-23-2088

岩沼市 宮石運輸株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市下野郷字新関迎３７ 0223-25-4770

岩沼市 丸吉ロジ株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市下野郷字新関迎１８６番地３ 022-323-0567

岩沼市 株式会社平産業運輸　本社営業所 宮城県岩沼市下野郷字新関迎２０７－２ 0223-22-5977

岩沼市 ヤマト運輸株式会社　岩沼臨空営業所 宮城県岩沼市下野郷字中野馬場３４－５１ 080-5068-0174

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 14／22　ページ　
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岩沼市 中越通運株式会社　仙台ＡＬＣ 宮城県岩沼市下野郷字菱沼５６番６ 0223-36-7021

岩沼市 ＳＢＳフレックネット株式会社　岩沼センター 宮城県岩沼市下野郷字菱沼８４－３９ 0223-25-6051

岩沼市 株式会社仙台トーウン　本社営業所 宮城県岩沼市下野郷字新田１８０ 0223-24-2321

岩沼市 西光運輸株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南２－１－１　２Ｆ 0223-23-5622

岩沼市 大衡運送株式会社　岩沼営業所 宮城県岩沼市空港南２－１－３ 0223-24-1264

岩沼市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　南東北営業 宮城県岩沼市空港南２丁目１－６ 0223-36-8520

岩沼市 ノバ・エキスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南２－３－６ 0223-36-9930

岩沼市 清興運輸株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南３－１－１ 0223-23-8775

岩沼市 株式会社東日本エース　臨空営業所 宮城県岩沼市空港南３丁目１－７ 0223-25-5321

岩沼市 南貨物自動車株式会社　仙台空港物流センター 宮城県岩沼市空港南６丁目１－２ 0223-25-1161

岩沼市 株式会社ジェーラインエクスプレス　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南６丁目３－１ 0223-23-4805

岩沼市 株式会社八戸急行　宮城営業所 宮城県岩沼市早股字前川１９－２ 0223-29-2055

岩沼市 株式会社スリーエス・サンキュウ　岩沼営業所 宮城県岩沼市末広１丁目６－７ 022-325-2081

岩沼市 守屋運輸株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市阿武隈二丁目３５ 0223-24-2111

岩沼市 阿武隈運輸株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市吹上２－６－２２ 0223-22-3457

岩沼市 若林運送株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市吹上２丁目４７番地 0223-35-6452

岩沼市 東北三八五流通株式会社　岩沼営業所 宮城県岩沼市吹上２丁目１３０－１ 0223-23-2477

岩沼市 ＮＸエネルギー東北株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市土ケ崎２－３－１ 0223-22-3368

岩沼市 株式会社南光物流サポート　岩沼営業所 宮城県岩沼市南長谷字北町１２番１号 022-323-1042

登米市 有限会社イトウ建材　本社営業所 宮城県登米市豊里町下沼田１６８－３，１８４ 0225-76-2235

登米市 豊里運輸株式会社　本社営業所 宮城県登米市豊里町下古屋２１－２ 0225-76-1105

登米市 日本鉄鋼物流株式会社　東北営業所 宮城県登米市南方町雷１８番地 0220-58-4833

登米市 有限会社小野寺土建　本社営業所 宮城県登米市南方町狼掛９７番地 0220-58-4108

登米市 株式会社明仙運輸　迫営業所 宮城県登米市南方町銭金壇７－８ 0220-58-4726

登米市 宮石運輸株式会社　佐沼営業所 宮城県登米市迫町佐沼字新大瀬１４９－１ 0220-21-0511

登米市 株式会社あさひ運輸商事　本社営業所 宮城県登米市迫町北方字五番江１３４番地１ 0220-22-1678

登米市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　迫営業所 宮城県登米市迫町佐沼字南散田２５５ 0220-22-7330

登米市 有限会社清建物流　本社営業所 宮城県登米市迫町森字平柳１４ー１ 0220-22-9430

登米市 迫トラック株式会社　本社営業所 宮城県登米市迫町森字芝前７８，７９ 0220-22-2678

登米市 ヤマト運輸株式会社　登米佐沼営業所 宮城県登米市迫町北方字舟橋前２６ 080-5068-0099

登米市 株式会社大一物流　本社営業所 宮城県登米市迫町北方字舟橋前３３ 0220-22-7501

登米市 有限会社丸政運輸　本社営業所 宮城県登米市迫町北方字鼠田１０－１ 0220-22-6262

登米市 北海道東北名鉄運輸株式会社　佐沼営業所 宮城県登米市迫町北方字天形１８５ 0220-22-3134

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 15／22　ページ　
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登米市 名古屋東部陸運株式会社　東北営業所 宮城県登米市迫町北方字東富永６番 0220-22-9730

登米市 宮石運輸株式会社　本社営業所 宮城県登米市中田町上沼字新内ノ目２１３番地の１ 0220-34-4017

登米市 株式会社中田物流　本社営業所 宮城県登米市中田町上沼字大柳１１４番２ 0220-34-3485

登米市 株式会社アストモスガスセンター東北　仙北営業所 宮城県登米市中田町上沼字南桜場５１９ 0220-34-7090

登米市 有限会社北上運送　本社営業所 宮城県登米市登米町寺池鶴ヶ埣３７２ 0220-52-2323

登米市 山田運送株式会社　本店営業所 宮城県登米市東和町米谷字根郭１０４－３１ 0220-42-2117

登米市 有限会社南方運送　本社営業所 宮城県登米市迫町新田字寺志田１３７－８ 0220-28-2202

栗原市 浜名東日本株式会社　本社 宮城県栗原市高清水中の沢２５番地２６ 0228-24-8933

栗原市 鮫川運送株式会社　古川営業所 宮城県栗原市高清水中の沢３３－３４ 0228-59-1090

栗原市 迫トラック株式会社　高清水営業所 宮城県栗原市高清水大沢１４－２ 0228-58-2089

栗原市 有限会社高清水運送　本社営業所 宮城県栗原市高清水桜丁１２－１４ 0228-58-2181

栗原市 ヤマト運輸株式会社　築館営業所 宮城県栗原市築館城生野地蔵堂５５－１ 080-5068-1390

栗原市 築館運輸株式会社　本社営業所 宮城県栗原市築館字照越永平６７－１ 0228-22-4131

栗原市 株式会社志波姫運輸　本社営業所 宮城県栗原市築館字照越古屋敷６５－１ 0228-22-6345

栗原市 釜渕運送有限会社　宮城営業所 宮城県栗原市金成三沢２８番１ 0228-25-4829

栗原市 菅原産業細倉運輸株式会社　本社営業所 宮城県栗原市鶯沢袋島巡前４７－１ 0228-24-8630
鉄鋼・金属製品、廃棄物、機械・

機械部品

栗原市 佐川急便株式会社　若柳営業所 宮城県栗原市若柳大林字西千刈３３－１１ 0228-35-1210

栗原市 株式会社日之出運輸　宮城支店 宮城県栗原市若柳字大林西千刈３３－１９ 0228-32-7211

東松島市 有限会社丸菱商事　本社営業所 宮城県東松島市牛網字駅前１－７－６ 0225-98-7633

東松島市 まるびし株式会社　本社営業所 宮城県東松島市牛網字駅前１－７－６ 0225-98-7655

東松島市 トミー・トランスポーター株式会社　東松島営業所 宮城県東松島市高松字西風７１番地 0225-87-3950

東松島市 有限会社武山商運　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字七反谷地４３４－１０ 0225-25-4501

東松島市 三八五トラフィック株式会社　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字川前２－１２４ 0225-82-3255

東松島市 株式会社コイシカワ　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字新川前２８－４ 0225-98-4093

東松島市 株式会社臼井運送　本社営業所 宮城県東松島市赤井字南三２４２－１ 0225-98-6422

東松島市 株式会社ブライト　株式会社ブライト　本社営業所 宮城県東松島市大曲筒場１３５－１６ 0225-98-5307

東松島市 まるせい商運株式会社　本社営業所 宮城県東松島市大曲字上納南１－４ 0225-22-8233

東松島市 株式会社アストモスガスセンター東北　矢本営業所 宮城県東松島市矢本字中谷地８－３ 0225-83-4880

東松島市 奥洲物産運輸株式会社　本社営業所 宮城県東松島市小松字明神下３０－１ 0225-82-5211

東松島市 有限会社　一力運輸　本社営業所 宮城県東松島市みそら２丁目１２－１ 0225-93-1234

東松島市 カネフジ運輸株式会社　本社営業所 宮城県東松島市みそら一丁目６番地１ 0225-82-7878

東松島市 株式会社渥美商事運輸　本社営業所 宮城県東松島市赤井字川前四２２０－１，２２１－１ 0225-82-5335

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 16／22　ページ　
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大崎市 株式会社アストモスガスセンター東北　大崎営業所 宮城県大崎市古川若葉町２丁目４４番地１ 022-991-0501

大崎市 第一貨物株式会社　古川支店 宮城県大崎市古川福浦字新土手外１１４－１ 0229-23-3991

大崎市 日本通運株式会社　古川営業支店 宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田１６０－１，１４４ 0229-23-4322

大崎市 ヤマト運輸株式会社　古川駅東営業所 宮城県大崎市古川駅東１丁目１６ 080-5068-0098

大崎市 カトーレック株式会社　仙台北営業所 宮城県大崎市古川稲葉字鴻ノ巣６８－１ 0229-88-6330

大崎市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　古川営業 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１７９－１ 0229-23-0047

大崎市 北海道東北名鉄運輸株式会社　古川支店
宮城県大崎市古川穂波三丁目１８３－１、１８４－１、１

８５－１
0229-22-0792

大崎市 日本郵便株式会社　古川郵便局 宮城県大崎市古川駅前大通五丁目３－３ 0229-22-0136

大崎市 日本通運株式会社　古川航空営業所 宮城県大崎市古川字上古川１４１－１ 022-762-8126

大崎市 カメイ物流サービス株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川塚目字金皿２４１ 0229-23-4503

大崎市 株式会社北宮城運輸　本社営業所 宮城県大崎市古川塚目字北原５１－２ 0229-22-8813

大崎市 南東北福山通運株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川清水字三丁目石田５５－２ 0229-36-1177

大崎市 日本梱包運輸倉庫株式会社　大崎営業所 宮城県大崎市古川沢田字新貝沼５３－１１ 0229-25-4946

大崎市 ロジトライ東北株式会社　古川事業所 宮城県大崎市古川沢田字立海道６８－９ 0229-28-3017

大崎市 古川貨物株式会社　本社営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜１５－１ 0229-25-8203

大崎市 ヤマト運輸株式会社　古川小野営業所 宮城県大崎市古川小野字新羽黒３０５ 080-6696-2357

大崎市 有限会社古川陸運　本社営業所 宮城県大崎市古川小野字中蝦沢７３－２３ 0228-28-2134

大崎市 大和物流株式会社　古川支店 宮城県大崎市古川小野字中蝦沢１３３ 0229-28-2106

大崎市 佐川急便株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新芋川２６－１ 0229-28-3900

大崎市 近物レックス株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新芋川１３８ 0229-28-2872

大崎市 株式会社グランツ　本社営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新小道４１，４２－１ 0229-28-2031

大崎市 三八五トラフィック株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新町東３５ 0229-28-2239

大崎市 株式会社大昇物流　本社営業所 宮城県大崎市古川桜の目字新下釜２２８，２２９ 0229-28-1700

大崎市 株式会社アルプス物流　古川営業所 宮城県大崎市古川桜の目新高谷地３６４－５ 0229-28-4131

大崎市 センコン物流株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地３６４－８ 0229-28-1651

大崎市 株式会社竹の内運送　本社営業所 宮城県大崎市古川休塚字目見田３０－１ 0229-28-3703

大崎市 株式会社バイタルエクスプレス　古川営業所 宮城県大崎市古川休塚字新西田２２番地 0229-27-3441

大崎市 大衡運送株式会社　大崎営業所 宮城県大崎市古川休塚字南田５９番１、６０番１ 0229-87-5391

大崎市 東北西濃運輸株式会社　古川営業所 宮城県大崎市三本木坂本字青山８ 0229-52-5517

大崎市 有限会社三興運輸　本社営業所 宮城県大崎市三本木坂本字青山９－１ 0229-52-2551

大崎市 アキタ株式会社　宮城営業所 宮城県大崎市三本木蟻ヶ袋字崖下４－１ 0229-52-3271

大崎市 株式会社かの運輸　本社営業所 宮城県大崎市三本木高柳字腕挽１５９－１ 0229-52-3881

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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大崎市 陸東運輸株式会社　本社営業所 宮城県大崎市三本木高柳字横江１２－１ 0229-52-2922

大崎市 株式会社ビクトリーライン　東北営業所 宮城県大崎市三本木高柳字横江１７－１ 0229-87-5851

大崎市 仙台運送株式会社　仙北営業所 宮城県大崎市三本木南谷地字要害２９３－１ 0229-52-2196

大崎市 株式会社此川運輸　宮城営業所
宮城県大崎市三本木南谷地字要害３７５－１，３７４－

１，３５３－３
0229-52-6033

大崎市 株式会社デイライン　みちのく物流センター 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前６０－２ 0229-72-2115

富谷市 株式会社泉エキスプレス　本社営業所 宮城県富谷市三の関字坂の下１２０－６ 022-779-6210

富谷市 池田興業株式会社　仙台支店 宮城県富谷市ひより台２－３－８ 022-358-6181

富谷市 西川運輸興業株式会社　仙台営業所 宮城県富谷市大清水１丁目３２－９ 022-207-3331

富谷市 ヤマト運輸株式会社　富谷成田営業所 宮城県富谷市成田１丁目１－２ 080-5045-9571

富谷市 株式会社丸市運送　仙台営業所 宮城県富谷市成田９丁目１－２ 022-346-7147

富谷市 南東北福山通運株式会社　仙台泉営業所 宮城県富谷市成田九丁目１番１２号 022-351-7292

富谷市 鴻池運輸株式会社　仙台定温流通センター営業所 宮城県富谷市成田９丁目５－２ 022-351-0911

富谷市 株式会社ランテック　仙台支店 宮城県富谷市成田９－７－２ 022-348-3211

富谷市 日軽物流株式会社　仙台営業所 宮城県富谷市成田９－８－３ 022-348-3705

富谷市 株式会社三協運輸サービス　富谷営業所 宮城県富谷市成田９丁目８－８ 022-725-3881

富谷市 世新建設運輸株式会社　宮城営業所 宮城県富谷市上桜木２丁目５－１ 022-358-0052

古川市 丸一運送株式会社　古川営業所 宮城県古川市桜ノ目字新高谷地３６４－５ 0229-28-4389

刈田郡 青森定期自動車株式会社　仙台南営業所 宮城県刈田郡蔵王町宮字古川１６番１２号 0224-22-8011

刈田郡 カメイ物流サービス株式会社　白石営業所 宮城県刈田郡蔵王町宮字海道東堀添３０－２７ 0224-32-3338

刈田郡 東北三八五流通株式会社　仙台南営業所 宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎山崎６－１ 0224-22-7384

柴田郡 岩手雪運株式会社　仙南営業所 宮城県柴田郡大河原町大谷字一軒地９３－１ 0224-52-4863

柴田郡 和光興業株式会社　本社営業所 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０２番地２ 0224-51-9399

柴田郡 大誠運輸株式会社　本社営業所 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 0224-53-3345

柴田郡 株式会社アストモスガスセンター東北　仙南営業所 宮城県柴田郡大河原町中の倉１６４，１６５ 0224-53-4080

柴田郡 有限会社猪股運送　本社営業所 宮城県柴田郡大河原町字山崎町２１－１ 0224-51-4483

柴田郡 福山エクスプレス株式会社　大河原営業所 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字中川原８３ 0224-51-3150

柴田郡 南東北福山通運株式会社　大河原営業所 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原８３ 0224-51-3150

柴田郡 カメイ物流サービス株式会社　仙南営業所 宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 0224-53-2407

柴田郡 ヒタチ株式会社　東北スーパーハブセンター 宮城県柴田郡村田町大字村田字小池２７番地１ 0224-83-6551

柴田郡 株式会社ヤマザキ物流　仙台営業所 宮城県柴田郡村田町村田小池２７－１１ 0224-82-2339

柴田郡 丸永運送株式会社　仙台支店 宮城県柴田郡村田町沼辺字赤沼７８－１ 0224-83-6222

柴田郡 両備トランスポート株式会社　宮城営業所 宮城県柴田郡村田町大字沼田字蛇沢４１番地１ 0224-83-5508
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柴田郡 有限会社冨樫運輸　本社営業所 宮城県柴田郡柴田町船岡字山田１－５ 0224-54-3630

柴田郡 株式会社ロジス・ワークス　仙台事業所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字丸山崎１－２ 0224-53-1121

柴田郡 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　物流センター 宮城県柴田郡柴田町中名生神明堂１番地１ 0224-54-1614

柴田郡 ヤマト運輸株式会社　　宮城柴田営業所 宮城県柴田郡柴田町中名生字佐野１９－１ 080-5068-0100

柴田郡 東北新潟運輸株式会社　仙台南営業所 宮城県柴田郡柴田町下名生字上納１９４－１ 0224-57-2580

柴田郡 株式会社三協運輸サービス　柴田営業所 宮城県柴田郡柴田町東船迫２－１７ 0224-86-5161

柴田郡 ヒタチ株式会社　仙台ハブセンター 宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目８－１３ 0224-58-7702

柴田郡 ＹＢＳサービス株式会社　仙台南営業所 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２丁目６－１６ 022-458-8070

伊具郡 有限会社仙南通運　本社営業所 宮城県伊具郡丸森町大内字空久保上４０－１ 0224-79-3277

亘理郡 宗運株式会社　阿武隈営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字水塚１－１ 0223-34-6880

亘理郡 岡田陸運株式会社　仙台支店　亘理営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原６０－１ 0223-34-9237

亘理郡 東北センコー運輸株式会社　本社営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原１６７－１ 0223-34-1043

亘理郡 株式会社七栄　宮城営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡４１－１ 0223-36-7813

亘理郡 菱化ロジテック株式会社　仙台営業所 宮城県亘理郡亘理町荒浜字我妻１０１ 0223-35-2965

亘理郡 大川運輸株式会社　宮城営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１０５ 0223-32-1271

亘理郡 有限会社小野運輸　本社営業所 宮城県亘理郡亘理町吉田字松元１９４－９ 0223-36-2253

亘理郡 田中建材輸送株式会社　本社営業所 宮城県亘理郡亘理町吉田字松元２０９－１０ 0223-36-3555

亘理郡 ヤマト運輸株式会社　宮城亘理営業所 宮城県亘理郡亘理町字中町東２１０－１ 080-5068-0102

亘理郡 有限会社萩野自動車工業　本社営業所 宮城県亘理郡亘理町字東郷２０２－１ 0223-34-2247

亘理郡 ＳＳスチールライン株式会社　ＳＳスチールライン 宮城県亘理郡亘理町字堀ノ内６９―１ 0223-33-0341

亘理郡 ロジトライ東北株式会社　仙南事業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字神明４７－４ 0223-33-1355

宮城郡 土生木運輸株式会社　本社営業所 宮城県宮城郡利府町春日字岩沢１９－１ 022-349-1531

宮城郡 日成運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町利府字新舘１３番地 022-355-2661

宮城郡 東北鉄道運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町飯土井字新下砂押７４－１ 022-356-6682

宮城郡 第一貨物株式会社　しらかし営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目７－２ 022-352-3123

宮城郡 ファースト運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目９－４ 022-349-0811

宮城郡 東日本流通運輸株式会社　本社営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１２ 022-356-5325

宮城郡 ヤマト運輸株式会社　宮城松島営業所 宮城県宮城郡松島町根廻字人筈２７－１ 080-5044-2855

宮城郡 山田運送株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字神明５２ 022-355-5707

宮城郡 日本アルコール物流株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６－２５ 022-365-6152

宮城郡 第一貨物株式会社　七ヶ浜出張所 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６－２７ 022-365-3167

宮城郡 株式会社丸運トランスポート東日本　東北支店宮城 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６－４０ 022-365-3120

宮城郡 有限会社岩井運送　本社営業所 宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜字謡３７－７ 022-797-2788

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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黒川郡 ウイング株式会社　東北営業所 宮城県黒川郡大郷町中村字谷地際山５番地６１ 022-341-4044

黒川郡
アイエイチロジスティクスサービス株式会社　仙台

北部個配営業所
宮城県黒川郡富谷町成田９丁目７番地４ 022-348-3095

黒川郡 株式会社シーエックスカーゴ　富谷営業所 宮城県黒川郡富谷町成田九丁目７番８ 022-725-7531

黒川郡 愛知陸運株式会社　宮城大和物流センター 宮城県黒川郡大和町落合松坂字滝ノ沢５１－３ 022-342-8121

黒川郡 中央運輸株式会社　仙台第二営業所 宮城県黒川郡大和町流通平４－１ 022-347-0311

黒川郡 岡島物流株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平一丁目１－９ 022-345-6737

黒川郡 株式会社明送　東北営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平２－１０ 022-347-0765

黒川郡 三八五ロジステックス株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平２丁目１０ 022-347-0377

黒川郡 株式会社ダイカツ　仙台北部営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平２丁目１０番 022-347-1380

黒川郡 株式会社関商ネットワーク　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平３－３－３ 022-343-0428

黒川郡 東北センコー運輸株式会社　大和営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平６－１ 022-347-2811

黒川郡 レンゴーロジスティクス株式会社　新仙台営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平６－３－２ 022-344-1033

黒川郡 司東日本株式会社　宮城大和営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平７丁目３ 022-343-7040

黒川郡 株式会社ビー・アイ運送　東北ロジスティクス 宮城県黒川郡大和町松坂平８－１ 022-344-4446

黒川郡 朝日ケ丘運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町流通平４－３ 022-345-2503

黒川郡 株式会社ビー・アイ運送　東北総合物流センター 宮城県黒川郡大和町流通平５－２ 022-347-2531

黒川郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町流通平７番１号 022-344-1544

黒川郡 東日本エア・ウォーター物流株式会社　仙台区域営 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字郷ノ目７３－１ 022-343-2225

黒川郡 株式会社厚成社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字梅ノ沢一番６－３ 022-343-2011

黒川郡 エービーカーゴ東日本株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町まいの２－３－１５ 022-347-2566

黒川郡 大興運輸株式会社　東北物流センター 宮城県黒川郡大和町まいの二丁目５－１ 022-347-2731

黒川郡 愛知車輌興業株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町まいの３－３－２ 022-343-1391

黒川郡 株式会社首都圏物流　東北支店 宮城県黒川郡大衡村大瓜字下南沢１６９－５ 022-344-2323

黒川郡 石川商運株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村大瓜字上土橋３８－１，３８－４ 022-345-0016

黒川郡 北関東物流株式会社　宮城支店大衡営業所 宮城県黒川郡大衡村大瓜字中島８－３８ 022-739-9941

黒川郡 大衡運送株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原６７－１３ 022-344-8228

黒川郡 大五ロジスティクス株式会社　宮城物流センター 宮城県黒川郡大衡村大衡字竹ノ内沢５６番２ 022-344-8282

黒川郡 株式会社明仙運輸　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西４０－４ 022-345-5788

黒川郡 株式会社大賢　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西５１番地６ 022-344-2107

黒川郡 ラクダ運輸株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字萱刈場１７７－１ 022-345-6046

黒川郡 東北三八五流通株式会社　仙台北営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字座府７５－５ 022-345-0033

黒川郡 共立輸送株式会社　大衡営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字小沓４７－１０，３３－１ 022-345-5181

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 20／22　ページ　
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黒川郡 躍進運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋９５－１ 022-779-5318

黒川郡 宮石運輸株式会社　大衡営業所 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋１０９番１ 022-725-3945

黒川郡 第一梱包運輸株式会社　大衡営業所 宮城県黒川郡大衡村桔梗平２６－３ 022-344-4061

黒川郡 株式会社新開トランスポートシステムズ　北仙台営 宮城県黒川郡大衡村桔梗平５－１ 022-344-2775

黒川郡 ホクブトランスポート株式会社　仙台支店 宮城県黒川郡大衡村奥田字奥田中６６－２ 022-345-5531 石油、LPG

黒川郡 株式会社ジャパンカーゴ　仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村松の平２－５ 022-347-2251

黒川郡 トヨタ輸送株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２ 022-345-0121

黒川郡 東北自動車輸送株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２番地 022-345-0183

黒川郡 東奥陸送株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２番地 022-345-0180

黒川郡 株式会社マルノウチ　東北営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２番地 022-346-0590

黒川郡 諸星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町吉岡字上柴崎１５ 022-345-5890

黒川郡 ヤマト運輸株式会社　宮城吉岡営業所 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－１－２０ 080-5451-8617

黒川郡 株式会社浜名コーポレーション　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町小野字明通４０－７ 022-347-8801

黒川郡 株式会社みちのく企業　本社営業所 宮城県黒川郡大和町宮床字下小路２４ 022-346-2024

黒川郡 大金運輸株式会社　仙台北部支店 宮城県黒川郡大和町吉岡東３－１－１０ 022-347-2561

黒川郡 富田運輸株式会社　北仙台営業所 宮城県黒川郡大和町吉岡東３丁目７－８ 022-344-1588

黒川郡 安立運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ５１ 022-347-4539

加美郡 関東運輸株式会社　色麻営業所 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付７－１０ 0229-66-1171

加美郡 センコー株式会社　東北住宅物流センター 宮城県加美郡色麻町四竃字大原２１７－１２ 0229-66-1511

加美郡 丸一運送株式会社　本社営業所 宮城県加美郡色麻町四竈字向町１１０ 0229-65-3501

加美郡 有限会社県酪運送　本社営業所 宮城県加美郡色麻町大字永嶋南１－１ 0229-65-2561

加美郡 株式会社エスエスシー　本社営業所 宮城県加美郡加美町下多田川字百沢７２－１０ 0229-63-7121

加美郡 群馬小型運送株式会社　東北営業所 宮城県加美郡加美町菜切谷字出羽道一番１１番地１ 0229-25-8231

加美郡 株式会社庄子運送　仙北営業所 宮城県加美郡加美町字新木伏１ 0229-63-7316

加美郡 ヤマト運輸株式会社　宮城加美営業所 宮城県加美郡加美町城生字金成６４－１ 080-5068-0188

遠田郡 ヤマト運輸株式会社　宮城小牛田営業所 宮城県遠田郡美里町南小牛田字石神１２７ 080-6699-9060

遠田郡 株式会社篠崎運送倉庫　東北営業所 宮城県遠田郡美里町関根字亀田３２番地１ 0229-25-3161

遠田郡 有限会社睦建設運輸　仙北営業所 宮城県遠田郡美里町関根字谷地浦６１ 0229-34-3701

遠田郡 下越仙台陸送株式会社　本社営業所 宮城県遠田郡美里町中埣字町５－１ 0229-24-3433

遠田郡 ベア・ロジコ株式会社　宮城営業所 宮城県遠田郡涌谷町字一本柳２１０－１ 0229-87-4119

遠田郡 有限会社東北ディワイ運輸　本社営業所 宮城県遠田郡涌谷町吉住字西山３ 0229-46-1575

本吉郡 有限会社山藤運輸　本社営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４１－３ 0226-46-5825

本吉郡 東北陸運株式会社　志津川営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０－３４ 0226-46-5868

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 21／22　ページ　

https://hkb-trp.com/
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本吉郡 有限会社沢田運輸　本社営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下１６－３ 0226-46-5754

本吉郡 ヤマト運輸株式会社　宮城志津川営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下５９－１ 080-5068-0106

登米郡 有限会社米山運送　本社営業所 宮城県登米郡米山町西野字三番江３５－９ 0220-55-2602

登米郡 株式会社東北エムライン　本社営業所 宮城県登米郡迫町北方字川戸沼３３ 0220-22-0352

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 22／22　ページ　


