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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）

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

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 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

角田市 東北新潟運輸株式会社　角田営業所 宮城県角田市君萓字田中下３６－５ 0224-68-2810

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 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 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 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 0223-23-5022

岩沼市 エア・ウォーター食品物流株式会社　南東北営業所 宮城県岩沼市空港南２丁目１－６ 0223-36-8520

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 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

気仙沼市 東北王子運送株式会社　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 フコク資材株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市朝日町２２－３ 0226-25-9801

気仙沼市 ヤマト運輸株式会社　気仙沼田中前支店 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 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 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 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 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 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 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

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 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 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

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

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 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 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 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　石巻河北センター 宮城県石巻市相野谷字六本木２５－２ 080-5068-3572

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

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

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）
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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 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 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
0225-22-5155

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 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

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 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 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 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 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 アートコーポレーション株式会社　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
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　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 エア・ウォーター食品物流株式会社　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 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 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 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 アーティクルキャリー株式会社トーコー　仙台営業所 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１３７番９ 022-281-0252

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 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 アートコーポレーション株式会社　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 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 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 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 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
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 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 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
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仙台市 プリヴェ運輸株式会社　仙台営業所
宮城県仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理地内

２３Ｂ７Ｌ、２３Ｂ８Ｌ
022-355-6773

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二丁目６番６ 022-357-0071

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

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 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 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 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

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 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 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 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 ヤマトグローバル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７－４－２５ 022-254-0801

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

仙台市 エア・ウォーター食品物流株式会社　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 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 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 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 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 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 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
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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 アートコーポレーション株式会社　仙台東支店 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－５－２６ 022-788-0123

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 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

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 ヤマト運輸株式会社　仙台萩野町センター 宮城県仙台市宮城野区萩野町２－３－２ 080-5451-6124

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

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 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　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４丁目１－８ 022-287-0360

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台六丁の目センター 宮城県仙台市若林区六丁の目中町２－１ 080-5098-1114

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

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

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 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 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

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 東北王子運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁目字赤沼５－１，５－４ 022-287-2611

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

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 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３－６ 022-392-6550

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５－２７－１６ 022-367-3121
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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

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 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 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 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

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 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 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 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 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 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

登米市 ヤマト運輸株式会社　登米米山センター 宮城県登米市米山町字桜岡大又５－２ 080-6698-9961

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 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 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 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 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

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 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

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

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 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 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

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

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 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 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 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　名取高舘支店 宮城県名取市高舘吉田字西窪田５－５ 080-5098-1151

5／7　ページ　



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

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

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

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 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 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

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

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

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 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 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 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、８－４２ 022-739-9941

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 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 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 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　北仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村桔梗平５－１ 022-344-2775

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 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 ヤマト運輸株式会社　宮城吉岡センター 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

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 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 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

柴田郡 和光興業株式会社　本社営業所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大塚２２番地２ 0224-51-9399

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 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 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

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

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 日化運輸株式会社　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 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 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
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