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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）

一関市 株式会社ビー・アイ運送　一関営業所 岩手県一関市赤荻字桜町７１－１ 0191-25-3384

一関市 大東運輸株式会社　本社営業所 岩手県一関市舞川字岩沢１１８ 0191-48-3920

一関市 株式会社新開トランスポートシステムズ　一関営業所 岩手県一関市東台１４－１０７ 0191-21-1233

一関市 ヒタチ株式会社　一関ハブセンター
岩手県一関市南新町４３メゾン・ド・ラフィーネ１０２

号
0191-31-6488

一関市 岩手三八五流通株式会社　一関生コン営業所 岩手県一関市真柴字吉ヶ沢２番地２６ 0191-48-5513

一関市 岡田運輸株式会社　一関営業所 岩手県一関市滝沢字鶴ケ沢７－４ 0191-23-8891

一関市 ヨコウン株式会社　一関営業所 岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢８６番１ 0191-23-6331

一関市 株式会社サンライズトランスポート　本社営業所 岩手県一関市東山町長坂字町１７６ 0191-47-4520

一関市 伊東運送株式会社　本社 岩手県一関市大東町曽慶字神蔭２５－３ 0191-72-3724

一関市 柳田運輸株式会社　一関営業所 岩手県一関市千厩町千厩字下木六１００ 0191-51-1800

一関市 ヤマト運輸株式会社　花泉センター 岩手県一関市花泉町花泉字郷ノ里６０番地１ 080-5098-3949

遠野市 株式会社シブヤトランスポートサービス　岩手営業所 岩手県遠野市青笹町青笹４地割１２８－１ 0198-63-3700

奥州市 北海道東北名鉄運輸株式会社　水沢支店 岩手県奥州市水沢卸町２－７ 0197-23-3151

奥州市 有限会社ケーディーサービス　本社営業所 岩手県奥州市水沢工業団地１丁目２８番地、３５番地 0197-24-5185

奥州市 共栄運輸株式会社　奥州営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河字権現堂１３番地 0197-22-5538

奥州市 株式会社七栄　岩手営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河字明神堂１０６番地２ 0197-47-3925

奥州市 ＤＯＷＡ通運株式会社　本社営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河字中田６９－１，７２－２ 0197-24-5115

奥州市 ＤＯＷＡ通運株式会社　水沢通運営業所 岩手県奥州市水沢東大通り１丁目５－１２ 0197-23-7171

奥州市 日本通運株式会社　水沢物流事業所 岩手県奥州市水沢東大通１－２－２ 0197-24-4111

奥州市 株式会社及川運送　本社営業所 岩手県奥州市水沢姉体町字山居６１－１ 0197-26-3003

奥州市 東京エレクトロンＢＰ株式会社　岩手営業所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根５２ 0197-35-6813

奥州市 日本郵便株式会社　水沢郵便局 岩手県奥州市水沢寺脇１－５ 0197-23-2311

奥州市 株式会社奥州物流　本社 岩手県奥州市前沢字本杉７番１ 0197-47-5432

花巻市 株式会社ロジパルエクスプレス　花巻営業所 岩手県花巻市空港南２－２－１ 0198-29-6117

花巻市 株式会社共栄運輸花巻　花巻営業所 岩手県花巻市空港南１丁目８番 0198-26-1150

花巻市 株式会社コラビス　花巻営業所 岩手県花巻市空港南２丁目１０番 0198-29-5691

花巻市 釜渕運送有限会社　岩手営業所 岩手県花巻市空港南二丁目７－２ 0198-29-4880

花巻市 大衡運送株式会社　岩手営業所 岩手県花巻市空港南２丁目２５番１ 0198-30-1230

花巻市 四ツ目商事株式会社　本社 岩手県花巻市中根子字古舘２２番地１ 090-5845-0890

花巻市 ヤマト運輸株式会社　花巻中根子センター 岩手県花巻市中根子字堂前４０番１ 080-5451-3642

花巻市 日の出運輸企業株式会社　岩手営業所 岩手県花巻市太田第２９地割６１１－２ 0198-28-2997

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岩手県）
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花巻市 日本通運株式会社　重機建設事業所 岩手県花巻市四日町３丁目６９－６ 0198-24-4212

花巻市 岩手雪運株式会社　花巻営業所 岩手県花巻市石神町７７番地３ 0198-24-1515

花巻市 株式会社共栄運輸花巻　本社営業所 岩手県花巻市二枚橋第６地割２３７番地１ 0198-26-0522

花巻市 ＤＯＷＡ通運株式会社　花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第６地割３６５－１ 0198-26-3577

花巻市 ヤマト運輸株式会社　石鳥谷センター 岩手県花巻市石鳥谷町上口２丁目２番１ 080-5098-3351

花巻市 有限会社鎌田運送　本社営業所 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林２－２１４－１９ 0198-45-5267

釜石市 ヤマト運輸株式会社　釜石支店 岩手県釜石市甲子町第１０地割１５９－２ 080-5044-2525

久慈市 株式会社ケイ・シー・ティー　本社
岩手県久慈市小久慈町第６１地割８－１，８－２，９－

２，９－３
0194-59-3200

宮古市 カメイ物流サービス株式会社　宮古営業所 岩手県宮古市港町３１８番１、３１８番１７ 0193-64-5231

宮古市 佐川急便株式会社　三陸営業所 岩手県宮古市大字田鎖第１３地割字高柳２８－１ 0193-62-5661

宮古市 ヤマト運輸株式会社　宮古支店 岩手県宮古市長町２－１－４ 080-5044-2543

宮古市 岩手三八五流通株式会社　宮古営業所 岩手県宮古市津軽石第１０地割字向川原３１７－３ 0193-67-2311

盛岡市 日本郵便株式会社　盛岡中央郵便局 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５ 019-624-5350

盛岡市 アートコーポレーション株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市上堂２丁目４番１３号 019-646-0123

盛岡市 日本通運株式会社　盛岡警送事業所 岩手県盛岡市前九年２丁目２０３番１ 019-647-4825

盛岡市 株式会社ヤナイ　盛岡営業所 岩手県盛岡市上厨川野子１０３－１ 019-601-5701

盛岡市 浪速運送株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市門２丁目１８－２ 019-652-9155

盛岡市 日本通運株式会社　貨物ターミナル 岩手県盛岡市永井３０地割島崎１２－５ 019-638-4433

盛岡市 日通岩手運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市永井第３１地割１７－１ 019-638-3455

盛岡市 北東北福山通運株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－３ 019-637-7070

盛岡市 佐川急便株式会社　岩手営業所 岩手県盛岡市湯沢１０地割３７－３ 019-638-5547

盛岡市 ＤＯＷＡ通運株式会社　盛岡営業所
岩手県盛岡市永井３０地割３９番地（盛岡貨物ターミナ

ル駅構内）
019-638-1071

盛岡市 株式会社トランシス　盛岡営業所 岩手県盛岡市芋田字武道９番地１３ 019-669-5851

大船渡市 中村建設株式会社　本社営業所 岩手県大船渡市三陸町越喜来字所通１２２－２ 0192-44-2150

滝沢市 エア・ウォーター食品物流株式会社　北東北営業所 岩手県滝沢市大釜字風林３番１８ 019-686-1773

滝沢市 中越ロジテム株式会社　盛岡営業所 岩手県滝沢市後２６８番地１８５８ 019-688-7711

滝沢市 株式会社新開トランスポートシステムズ　盛岡営業所 岩手県滝沢市木賊川３２０－１１ 019-688-6545

滝沢市 運び屋株式会社　本社営業所 岩手県滝沢市鵜飼上山３２－９１ 019-687-1989

滝沢市 諸星運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県滝沢市大釜風林３－３０ 019-691-9855

滝沢市 株式会社ホクリョウ物流　本社営業所 岩手県滝沢市大釜風林３－２９ 019-686-1060

滝沢市 東北トラッキング株式会社　岩手 岩手県滝沢市大釜大畑７３番地１ 019-687-2845

二戸市 鈴丸商事運輸有限会社　本社営業所 岩手県二戸市金田一字上田面８７－２ 0195-29-1188

八幡平市 有限会社北舘商運　本社営業所 岩手県八幡平市平笠第１６地割６６－３ 0195-76-3781
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北上市 株式会社ナカノサービス　岩手営業所 岩手県北上市成田２２－１１４－１ 0197-71-1722

北上市 北日本重機有限会社　本社営業所 岩手県北上市流通センター１番４４ 0197-72-6001

北上市 東北新潟運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市村崎野第２１地割２６－２４ 0197-68-2294

北上市 株式会社東北物流　本社 岩手県北上市藤沢１７地割１０７番地１ 0197-64-6842

北上市 株式会社篠崎運送倉庫　岩手支店 岩手県北上市流通センター１番地２７ 0197-72-7951

北上市 岩手三八五流通株式会社　花北営業所 岩手県北上市流通センター６０９－２ 0197-68-3851

北上市 北海道東北名鉄運輸株式会社　北上支店 岩手県北上市流通センター１３番１０号 0197-72-8881

北上市 近物レックス株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター１８３－１８ 0197-68-2326

北上市 ヨコウン株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター１０番２０号 0197-68-2266

北上市 株式会社丸運ロジスティクス東北　北上営業所 岩手県北上市流通センター６０１番地５４ 0197-71-1278

北上市 ヤマトボックスチャーター株式会社　岩手支店 岩手県北上市流通センター６０１－２５ 0197-68-3241

北上市 日本通運株式会社　北上物流事業所 岩手県北上市流通センター１３番１０号 0197-68-2112

北上市 日鉄物流釜石株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター５番１８号 0197-68-3150

北上市 日本通運株式会社　北上航空貨物センター 岩手県北上市流通センター１番４５ 022-762-8126

北上市 アサヒロジスティクス株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１５９ 0197-72-8655

北上市 八幡自動車株式会社　本社営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－１１２ 0197-72-6980

北上市 株式会社アルプス物流　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１４５ 0197-88-2795

北上市 株式会社エンドレス・テック　岩手北上支店 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１３２ 0197-72-5787

北上市 徳三運輸倉庫株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１１８ 0197-67-6590

北上市 日本高速運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－１０７ 0197-71-2588

北上市 岩手雪運株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３番７９ 0197-67-1555

北上市 ヤクルトロジスティクス株式会社　岩手営業所 岩手県北上市相去町大松沢１番地４５ 0197-81-5333

北上市 武蔵貨物自動車株式会社　北上支店 岩手県北上市相去町大松沢１－４９ 0197-67-3136

北上市 ヤマト運輸株式会社　北上鬼柳センター 岩手県北上市鬼柳町笊渕２１７番、２１８番 080-5098-3354

北上市 日本郵便株式会社　北上郵便局 岩手県北上市大通り三丁目６－１ 0197-63-4012

北上市 株式会社新開トランスポートシステムズ　北上営業所 岩手県北上市北工業団地１－１４ 0197-66-2324

北上市 幸栄運輸株式会社　岩手 岩手県北上市和賀町仙人８地割１－１０・１１ 0197-74-2228

北上市 株式会社東北高速道岩手　本社 岩手県北上市相去町山田２－２３ 0197-62-5656

陸前高田市 ヤマト運輸株式会社　陸前高田支店 岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢３番３ 080-5044-2691

岩手郡 ヤマト運輸株式会社　雫石センター 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地１ 080-5098-3355

紫波郡 ＴＳネットワーク株式会社　盛岡流通センター 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－５－５ 019-637-1701

紫波郡 福岡運輸株式会社　盛岡出張所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－３５ 019-681-4211

紫波郡 三八五通運株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－１８ 019-638-3363

紫波郡
株式会社ゼロ・プラス東日本　盛岡カスタマーサービス

センター
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目３番８号 019-638-5511
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紫波郡 ヤマト運輸株式会社　岩手法人営業支店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－８ 019-637-2707

紫波郡 みちのく流通株式会社　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３ 019-638-4586

紫波郡 岩手三八五流通株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－１３ 019-638-5385

紫波郡 株式会社浜名コーポレーション　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２ 019-639-0866

紫波郡 日本通運株式会社　盛岡物流事業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－１ 019-637-1011

紫波郡 株式会社ムサシ物流　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目２番２号 019-639-0634

紫波郡 株式会社東洋陸送社　盛岡営業所 岩手県紫波郡紫波町稲藤字升形７６番地１ 019-673-8501

紫波郡 Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社　盛岡低温物流センター 岩手県紫波郡紫波町片寄字川原４６－１ 019-673-8386

紫波郡 大協企業株式会社　矢巾工場 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２－６，７ 019-697-3970

紫波郡 迫トラック株式会社　盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第８地割字堰根２５番

１、２４番１、２４番２
019-698-2571

紫波郡 株式会社ツーワン輸送　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１４９ 019-601-5121

紫波郡 新潟運輸株式会社　盛岡支店
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７

－９，５０７－１０
019-697-6222

紫波郡 株式会社アサヒセキュリティ　盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０７番地１

４
019-632-8281

紫波郡 株式会社ビー・アイ運送　盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割字上山２６９番

地
019-611-1773

紫波郡 東北トラック株式会社　盛岡支店 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２７４ 019-698-1570

上閉伊郡 ヤマト運輸株式会社　大槌センター 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１３地割字八幡前７６番２ 080-5451-6109

西磐井郡 大協企業株式会社　本社 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋の沢５６番２ 0191-34-2131

西磐井郡 一関配送株式会社　本社営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字新井田１１－４ 0191-46-2819

西磐井郡 伊東運送株式会社　平泉営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田１３０－２ 0191-34-1666

胆沢郡 株式会社大崎　岩手営業所 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里２３－１ 022-235-3315

胆沢郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　北上営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山４－１４ 0197-44-5518

胆沢郡 東北自動車輸送株式会社　岩手営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根中ノ町５－６ 0197-44-5466

胆沢郡 株式会社関商ネットワーク　本社営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山４－１７ 0197-44-5078

胆沢郡 東奥陸送株式会社　岩手営業所 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中ノ町８９－１ 0197-41-1892
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