貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市

事業所名
関東西濃運輸株式会社 いわき支店
東北誠和梱枹運輸株式会社 いわき営業所
アートコーポレーション株式会社 いわき支店
日本郵便株式会社 いわき郵便局
磐城通運株式会社 小名浜支店小名浜製錬営業所
佐川急便株式会社 いわき営業所
東北誠和梱枹運輸株式会社 いわき営業所小名浜輸送セ

いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市

ンター
ヤマト運輸株式会社 いわき泉センター
磐城通運株式会社 小名浜支店自動車ターミナル
常磐港運株式会社 小名浜営業所
磐栄運送株式会社 本社営業所
上野輸送株式会社 小名浜事業所
常和運送株式会社 本社営業所
新富運輸株式会社 本社営業所
平共立運送株式会社 本社営業所
いわき建設運輸有限会社 大剣営業所
磐城通運株式会社 湯本支店

いわき市

株式会社太陽流通サービス

いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
いわき市
伊達市
伊達市
伊達市
伊達市
会津若松市

本社営業所

関東福山通運株式会社 いわき支店
茨城クリーン有限会社 いわき総合事務所
クレハ運輸トラック株式会社 いわきセンター
磐栄運送株式会社 勿来営業所
磐城通運株式会社 植田支店
いわき建設運輸有限会社 本社営業所
いわきカーゴ株式会社 本社営業所
太平洋陸送株式会社 伊達
株式会社大清 福島営業所
福島県北運輸株式会社 本社
株式会社福谷 本社営業所
第一貨物株式会社 会津若松支店

安全性優良事業所

（福島県）

住所
福島県いわき市四倉町細谷字荒町１３－１
福島県いわき市好間工業団地１－２６、２９
福島県いわき市平中神谷字苅萱６２－５
福島県いわき市平正月町４９－１
福島県いわき市小名浜字渚２４４ー１
福島県いわき市小名浜島字高田町３１－２

電話番号
0246-34-3481
0246-36-7561
0246-25-0123
0246-22-3101
0246-53-2421
0246-76-1921

福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－１１

0246-88-8882

福島県いわき市泉町滝尻字神力前２５－１、２５－２
福島県いわき市泉町滝尻字橋本５０－５
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６６
福島県いわき市泉町下川字大剣１－９７
福島県いわき市泉町下川字大剣１－５３
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６４
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６０
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７１
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１５９番地
福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３０
福島県いわき市常磐岩ヶ岡町沢目３２、３９－１、１２
６－１
福島県いわき市中部工業団地３－２
福島県いわき市錦町江栗七反田２６－１
福島県いわき市錦町落合８０
福島県いわき市南台三丁目１－３
福島県いわき市三沢町堂平４５－７
福島県いわき市四倉町上仁井田字折敷田３－１
福島県いわき市四倉町下仁井田字北追切１９－２
福島県伊達市扇田２３－１
福島県伊達市保原町字実町５６－２
福島県伊達市保原町上保原字大割１３１
福島県伊達市梁川町字小梁川１８－１
福島県会津若松市町北町大字始字観音前２８－１
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080-6698-4946
0246-56-7840
0246-96-6350
0246-96-6311
0246-56-0572
0246-96-6345
0246-56-1265
0246-96-6388
0246-96-6444
0246-44-0202
0246-44-0775
0246-43-0292
0246-63-4411
0246-62-6070
0246-77-1796
0246-65-0202
0246-32-6909
0246-32-4455
024-583-2741
024-573-9167
024-575-4191
024-577-6566
0242-22-7571

R2.12.14
主な輸送品目（任意掲載）

事業所名
本社営業所
郡山流通事業所会津若松デポ

市区郡名
会津若松市 磐梯貨物株式会社
会津若松市 日本通運株式会社
会津若松市 ヤマト運輸株式会社
会津若松市
会津若松市
喜多方市
喜多方市
喜多方市
喜多方市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市

会津高野支店

ＪＡパールライン福島株式会社 会津営業所
日本郵便株式会社 会津若松郵便局
有限会社菅野運送店 本社営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 喜多方営業所
太平洋陸送株式会社 会津
会津通商株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 郡山支店
株式会社滝田運輸 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 郡山支店
中部急送株式会社 郡山
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 福島営業所
郡東エクスプレス株式会社 本社営業所
エービーカーゴ東日本株式会社 福島営業所
采女運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジネクス 郡山営業所
株式会社ビー・アイ運送 郡山営業所

郡山市

ヤマト運輸株式会社

郡山喜久田センター

郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市

北関東ピアノ運送有限会社 福島営業所
株式会社東北ペガサス 本社
株式会社ロジコム 郡山支店
株式会社ジャス 郡山営業所
郡山トラック運送株式会社 本社営業所
株式会社大崎 郡山営業所
日本郵便輸送株式会社 郡山営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 郡山支店
株式会社大野運輸 郡山営業所
名鉄運輸株式会社 郡山支店
株式会社首都圏物流 郡山センター
有限会社県中ライン 本社営業所
日本通運株式会社 福島警送事業所郡山警送課

住所
福島県会津若松市インター西１２番地
福島県会津若松市神指町大字黒川字村北２４－１
福島県会津若松市高野町大字中沼字沼木２７２、２７５
－１、２７１、２７４
福島県会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲５８５
福島県会津若松市中央一丁目２－１７
福島県喜多方市松山町村松字石田１４３９－１
福島県喜多方市豊川町高堂太字堂畑１４２９－１
福島県喜多方市塩川町三吉西畑１９
福島県喜多方市塩川町三吉字西畑２１番地の３
福島県郡山市安積四丁目３０１番地１
福島県郡山市安積３丁目１６４番地
福島県郡山市安積町字柴宮東８番地１
福島県郡山市待池台２丁目７番地３
福島県郡山市日和田町高倉字藤坦５番地３
福島県郡山市日和田町高倉字荒田２３
福島県郡山市日和田町高倉字堰場７－１
福島県郡山市日和田町字北俣２０－２
福島県郡山市喜久田町堀之内字向五升蒔１０番２
福島県郡山市喜久田町堀之内字向原５－４
福島県郡山市喜久田町堀之内字釜場東１４－９，１４－
１０，１８－５
福島県郡山市喜久田町卸１丁目１１９－１
福島県郡山市喜久田町卸三丁目２３番
福島県郡山市喜久田町卸３－３
福島県郡山市喜久田町卸３丁目１６
福島県郡山市喜久田町卸３丁目１１番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１８番１
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１２番地
福島県郡山市喜久田町卸２丁目２１番１（２２番２）
福島県郡山市喜久田町卸２－１７
福島県郡山市喜久田町卸２－１１
福島県郡山市喜久田町字上追池４８番１
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３８０
福島県郡山市喜久田町字下尾池２１－４
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電話番号
0242-22-1441
0242-22-6417
080-5044-3507
0242-22-0191
0242-22-0800
0241-22-0132
0241-24-2500
0241-27-3155
0241-27-4953
024-945-4700
024-945-6000
024-946-4112
024-955-6290
024-958-6850
024-958-4606
024-958-6116
024-958-2701
024-983-8813
024-953-8657
080-5068-0151
024-959-1090
024-926-0404
024-973-7910
024-959-3680
024-959-6680
024-959-2115
024-959-4506
024-963-1091
024-959-6008
024-959-6474
024-954-4891
024-959-2299
024-959-6783

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
須賀川市
相馬市
相馬市
相馬市
相馬市
相馬市
田村市
田村市
南相馬市
南相馬市
南相馬市
南相馬市
南相馬市
二本松市
二本松市

事業所名
本社営業所

石川運送株式会社
ヤマト運輸株式会社

郡山大町センター

日本郵便株式会社 郡山郵便局
株式会社サカイ引越センター 郡山支社
有限会社さくら運輸 郡山営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山八山田センター
株式会社キャッチロード 本社
郡山陸運株式会社 本社
岩代運送株式会社 本社営業所
株式会社大野運輸 富久山営業所
郡山物流有限会社 本社営業所
ワーレックス株式会社 郡山営業所
ＪＡパールライン福島株式会社 郡山営業所
株式会社平田運輸 本社営業所
須賀川陸運株式会社 本社営業所
株式会社ハート引越センター 郡山営業所
ＨＩＴサービス株式会社 東北支社
東北王子運送株式会社 福島物流センター
西濃エキスプレス株式会社 郡山営業所
有限会社内山急送 本社営業所
福島第一物流株式会社 相馬営業所
龍北運輸株式会社 相馬営業所
相馬港湾運送株式会社 本社営業所
相馬物流株式会社 本社営業所
有限会社佐藤急便 本社営業所
有限会社菱永運輸 本社営業所
大越運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 原町営業所
双葉運輸株式会社 南相馬営業所
東北王子運送株式会社 原町営業所
有限会社横山物産 南相馬営業所
昭和運輸株式会社 本社
野口運輸株式会社 二本松営業所
にいどの運送有限会社 本社営業所

住所
福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平８６番地の１
福島県郡山市大町１丁目９３－１、９５－１、９９－
１、１２０－１
福島県郡山市朝日二丁目２４－６
福島県郡山市桑野４丁目４５
福島県郡山市備前舘二丁目７６番地
福島県郡山市八山田西５丁目７４
福島県郡山市富久山町福原字大塚７番地１
福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前１０－１
福島県郡山市富久山町久保田字深田１９
福島県郡山市富久山町久保田字古坦１６２－１
福島県郡山市富久山町久保田字宮田１５－１
福島県郡山市大河原１－２
福島県須賀川市森宿字御膳田１－１１
福島県須賀川市岩作１７－１
福島県須賀川市横山町７０
福島県須賀川市卸町３２番地
福島県須賀川市木之崎字一本木４５番地１８
福島県須賀川市大字仁井田字佐平治７８
福島県須賀川市滑川字池田２００－１
福島県須賀川市並木町５－１
福島県相馬市大坪椚崎１５７
福島県相馬市原釜字大津２７１
福島県相馬市原釜字北谷地２９５
福島県相馬市尾浜字原７７－３
福島県相馬市富沢字焼切２８２－１４
福島県田村市滝根町菅谷字入水７９５－１
福島県田村市大越町上大越字上川原１００
福島県南相馬市原町区旭町４－９０
福島県南相馬市原町区金沢字堤下３９９－１２
福島県南相馬市原町区桜井町１－１２７
福島県南相馬市原町区雫字蛭沢１７５番１４
福島県南相馬市原町区雫字聖下２５９－２
福島県二本松市八万舘６６番地５
福島県二本松市原田１１５－５
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電話番号
024-943-6644
080-6698-5054
024-932-0700
024-990-4061
024-926-0180
080-5068-1405
024-953-3140
024-944-4801
024-944-1246
024-943-3395
024-943-1688
022-341-3343
0248-63-7760
0248-73-2542
0248-76-5117
024-886-8100
0248-94-5006
0248-72-1888
024-876-7123
0248-63-8021
0244-35-3491
0244-38-8386
0244-38-7034
0244-38-6111
0244-36-7373
0247-78-2320
0247-79-2135
0244-22-2121
0244-24-5175
0244-22-1292
0244-32-1878
0244-24-1521
0243-24-7730
0243-62-3456

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
二本松市
二本松市
二本松市
二本松市
白河市
白河市
白河市
白河市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市

事業所名
柏洋運輸株式会社 本社営業所
千野運輸株式会社 福島営業所
佐川急便株式会社 福島営業所
安達運輸株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 白河営業所
日本通運株式会社 白河ロジスティクス課
株式会社昇栄 本社
株式会社円谷運送店 白河営業所
トランスパック株式会社 福島東営業所
株式会社曙運輸 東北営業所
有限会社福弘運輸 本社営業所
近物レックス株式会社 福島営業所
ＪＡパールライン福島株式会社 福島営業所
日本通運株式会社 福島ロジスティクス事業所
株式会社青運 本社
伊東工業株式会社 福島営業所
株式会社帝北ロジスティックス 福島トラックステー
ション営業所

福島市

名鉄運輸株式会社

福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
福島市
本宮市
本宮市
本宮市

斎藤運輸株式会社 本社営業所
トランスパック株式会社 本社営業所
日本図書輸送株式会社 福島営業所
株式会社田崎運送 本社営業所
郡山運送株式会社 福島営業所
有限会社横山物産 福島営業所
塩釜陸運株式会社 福島営業所
株式会社ビー・アイ運送 福島営業所
日本郵便輸送株式会社 福島営業所
東北乳運株式会社 福島営業所
東北西濃運輸株式会社 福島営業所
日本郵便株式会社 福島中央郵便局
株式会社佐藤商事 本宮
大友ロジスティクスサービス株式会社
ロジトライ東北株式会社 本宮事業所

住所
福島県二本松市住吉４２－１
福島県二本松市渋川字栗木内４２
福島県二本松市渋川字舟山１３２
福島県二本松市上川崎字山崎８１番地・同所７９番地１
福島県白河市大字関辺字上ノ原２６－２２
福島県白河市関辺字川前８－７
福島県白河市夏梨５－７
福島県白河市字北裏６－２
福島県福島市瀬上町字南中川原１－１
福島県福島市鎌田字卸町６番地１
福島県福島市南矢野目字向原東８－１
福島県福島市南矢野目字番城前１－４
福島県福島市北矢野目字下成田１０番地
福島県福島市北矢野目字下成田１－１
福島県福島市宮代字段の腰１２６－２
福島県福島市飯坂町字中原１番１

電話番号
0243-22-2070
0243-53-2230
0243-54-2066
0243-52-2005
0248-22-6112
0248-24-0202
0248-24-7770
0248-22-9157
024-552-2911
024-554-0055
024-552-5340
024-558-2916
024-554-3645
024-553-2202
024-554-2262
024-542-3351

福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６

024-558-6006

福島県福島市飯坂町平野字海道下１，４－１，４－２，

福島支店

福島営業所

５－１
福島県福島市飯坂町平野字上ノ檀７－１
福島県福島市下鳥渡字新町西４－１
福島県福島市さくら３丁目７番地の４
福島県福島市佐倉下字上谷地６０－１
福島県福島市上名倉字天神２－１
福島県福島市上名倉字下田５３番地・５４番地
福島県福島市笹木野字笹木野原３－１６７
福島県福島市南中央４丁目４７番地
福島県福島市八島町４－３５
福島県福島市伏拝字台田６－１
福島県福島市吉倉字竹ノ内１１－１
福島県福島市森合町１０－３０
福島県本宮市荒井字諸子沢１２１番地１
福島県本宮市荒井字西原２番地１
福島県本宮市荒井字恵向６０－１２
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024-557-3147
024-542-4204
024-573-8667
024-594-1212
024-593-5515
024-593-5722
024-573-1777
024-591-5194
024-563-4041
024-534-3740
024-546-1028
024-545-5300
024-533-1204
0243-24-7331
0243-72-0000
0243-63-5410

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
本宮市
本宮市
本宮市
安達郡
安達郡
安達郡
伊達郡
伊達郡
河沼郡
河沼郡
河沼郡
河沼郡
河沼郡
岩瀬郡
西白河郡
西白河郡
西白河郡
西白河郡
石川郡
石川郡
双葉郡
相馬郡
相馬郡
大沼郡
田村郡
東白川郡
南会津郡
南会津郡

事業所名
吉川運輸株式会社 福島営業所
近物レックス株式会社 本宮支店
福島ロジネット株式会社 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 郡山営業所
エムケー物流株式会社 本社
株式会社大玉運送 本社営業所
株式会社福島北桑運輸 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 北福島営業所
株式会社ビー・アイ運送 会津
株式会社佐藤商事

本社営業所

ヤマト運輸株式会社 会津坂下中央支店
株式会社中村建運 会津営業所
マルコー・トランスポート株式会社 福島営業所
有限会社ハシコー梱包運輸 本社営業所
株式会社ビー・アイ運送 白河
エムケー物流株式会社 白河営業所
丸永運送株式会社 本社営業所
株式会社三協運輸サービス 矢吹営業所
有限会社水野運送店 玉川営業所
有限会社水野運送店 本社
フコク資材株式会社 福島楢葉営業所
楠原輸送株式会社 福島営業所
日通相馬港運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社

会津本郷支店

石黒物流株式会社 福島営業所
丸井運送株式会社 本社営業所
株式会社ユミタ運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 会津田島営業所

住所
福島県本宮市関下字東原２９－２
福島県本宮市関下字下関下６６－１
福島県本宮市本宮字栄田１０６番
福島県安達郡大玉村大山字堂ヶ久保３番地２
福島県安達郡大玉村玉井字矢ノ花２３０番地
福島県安達郡大玉村玉井字前原８９番４
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字妻田１－５
福島県伊達郡国見町大字小坂字梅ノ町９－５
福島県河沼郡湯川村大字浜崎字東殿町１－１９
福島県河沼郡会津坂下町大字長井字新田東２５６番２、
２５６番１
福島県河沼郡会津坂下町大字新舘字森前４９２－１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５４７－１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字弥五畑３５０－１
福島県岩瀬郡鏡石町桜岡４１番地１、４２番地
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中５３番地２
福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入４番
福島県西白河郡矢吹町北町６８－１
福島県西白河郡矢吹町東郷３００
福島県石川郡玉川村大字小高字中島８０－５
福島県石川郡古殿町大字松川字前木４１番地３
福島県双葉郡楢葉町井出字浄光西１２－４
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神西１番１４
福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神１２９
福島県大沼郡会津美里町字川原町北甲１７５７、１７０
１、１７５４、１７５６、１７５５
福島県田村郡三春町大字平沢字白石作８６－１３
福島県東白川郡塙町大字伊香字中妻２５－１
福島県南会津郡南会津町田島字田部原１４０－１
福島県南会津郡南会津町中荒井字油燈下１０３－１
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電話番号
0243-68-3033
0243-24-5350
0243-63-0068
0243-62-2345
0243-34-2153
0243-48-4196
024-582-6621
024-573-9157
0241-23-6663
0242-82-2188
080-5044-3510
0242-83-4566
0242-85-7246
0248-62-6209
0248-21-6884
0248-21-6290
0248-44-3456
0248-21-9571
0247-37-1613
0247-53-2071
0240-23-6256
0244-63-2033
0244-26-5593
080-5044-3521
0247-61-1113
0247-43-0222
0241-62-2477
0241-63-1256

主な輸送品目（任意掲載）

