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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）

伊東市 原川倉庫運輸株式会社　伊東営業所 静岡県伊東市荻６６１－５ 0557-36-5060

伊東市 日本郵便株式会社　伊東郵便局 静岡県伊東市広野１丁目３－３３ 0557-37-3302

伊豆の国市 株式会社ホームエネルギー静岡　伊豆センター 静岡県伊豆の国市南江間字中島６７６－２ 055-948-6739

下田市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　下田営業所 静岡県下田市東本郷１－１７－８ 0558-22-2610

掛川市 株式会社ホームエネルギー静岡　掛川センター 静岡県掛川市伊達方字枯松９６０番地の１ 0537-27-1276

掛川市 有限会社浜運物流サービス　本社営業所 静岡県掛川市領家字吉詰１０１９－１ 0537-23-0200

掛川市 トーヨー・ロジテック株式会社　東部営業所 静岡県掛川市領家１５８７－１ 0537-23-1115

掛川市 三笠運輸株式会社　本社営業所 静岡県掛川市成滝字北大門３２８－２ 0537-24-1516

掛川市 株式会社新開トランスポートシステムズ　静岡営業所 静岡県掛川市下垂木字道下２４１５ 0537-23-7575

掛川市 日本郵便株式会社　掛川郵便局 静岡県掛川市中央１丁目１７－３ 0537-22-6302

掛川市 清水長崎運輸株式会社　大須賀営業所 静岡県掛川市西大渕字鱗新田３５２４ 0537-48-5119

湖西市 株式会社大元　本社営業所 静岡県湖西市新居町新居字向島２１０番地１ 053-525-6337

湖西市 株式会社加納運輸　本社営業所 静岡県湖西市新居町新居字弁天２９６７－１ 053-594-6623

湖西市 松浦梱包輸送株式会社　湖西営業所 静岡県湖西市白須賀３９８５－３０８３ 053-573-3033

湖西市 杉浦運送株式会社　本社営業所 静岡県湖西市白須賀３９８５－１８６５ 053-579-1410

湖西市 日本陸送株式会社　浜松営業所 静岡県湖西市白須賀字宿北４３５３－４ 053-579-0871

湖西市 株式会社笠子流通　本社営業所 静岡県湖西市白須賀字宿北６２３８ 053-579-1818

御前崎市 ヤマト運輸株式会社　御前崎浜岡センター 静岡県御前崎市池新田字西落合５４２７－２ 0537-85-8960

御殿場市 朝日ヶ丘運輸株式会社　東富士営業所 静岡県御殿場市神山字五反田１０８４－１ 0550-87-1616

御殿場市 泰平運輸株式会社　東富士営業所 静岡県御殿場市神場２丁目７ 0550-80-3882

御殿場市 日本陸送株式会社　東富士営業所 静岡県御殿場市神場２－７ 0550-80-3900

三島市 横浜低温流通株式会社　沼津営業所 静岡県三島市梅名４４７－６ 055-982-1810

三島市 佐川急便株式会社　三島営業所 静岡県三島市松本１４４－１ 055-977-7551

沼津市 川口運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市足高字尾上２３２－４８ 055-923-2000

沼津市 名正運輸株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市足高３９６－５５ 055-927-2321

沼津市 不二運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市双葉町９番１１－２号 055-927-2270

沼津市 東部高圧ガス運輸有限会社　本社営業所 静岡県沼津市西沢田字洞９０９番地の４ 055-921-9991

沼津市 静神運輸株式会社　本社 静岡県沼津市西沢田字西荒２４８－１ 055-924-8181

沼津市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市西沢田字直路４８４ 055-923-8663

沼津市 株式会社東成流通サービス　本社営業所 静岡県沼津市岡宮１２８１－３ 055-924-7515

沼津市 県南運輸株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市岡宮字小女郎山１２６８－５ 055-941-8001

沼津市 不二運輸株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市岡一色字小谷津６４９－１ 055-922-2019
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沼津市 平和みらい株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市北高島町１３番１０ 055-921-3241

沼津市 株式会社影山運輸　本社営業所 静岡県沼津市緑ヶ丘７－３ 055-921-9765

沼津市 西濃運輸株式会社　沼津支店 静岡県沼津市東椎路字東荒３８５ 055-921-1103

沼津市 株式会社トレードトラスト　沼津共配支店 静岡県沼津市東椎路４６０番地１ 055-924-8361

沼津市 ピアノ運送株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市西椎路字蔵下１００－２ 055-967-0871

沼津市 太平洋陸送株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市大塚字西沖１０３９－１ 055-966-1131

沼津市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　沼津支店 静岡県沼津市原字町場２６７４－１ 055-969-3343

沼津市 凸版物流株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市大塚字道上１５－１ 055-966-1128

沼津市 日本通運株式会社　中央物流センター 静岡県沼津市本字下中溝６０３－２ 055-952-5878

沼津市 ヤマト運輸株式会社　沼津松長支店
静岡県沼津市松長字道安８０５，８０３－１，８０４，

８０６
080-5043-4294

沼津市 サカエ運輸有限会社　本社営業所 静岡県沼津市今沢字西畑３５７番地の２ 055-920-2823

沼津市 日本郵便株式会社　沼津郵便局 静岡県沼津市寿町１－２５ 055-924-8601

焼津市 株式会社静浜ロジネット　本社 静岡県焼津市上小杉字本郷９８番地の２ 054-622-7850

焼津市 ケイヒン陸運株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市高新田５７０－１ 054-664-1616

焼津市 日本通運株式会社　大井川物流センター 静岡県焼津市宗高字中川原１０９５－１ 054-662-1873

焼津市 株式会社ナニワ　静岡支店 静岡県焼津市利右衛門字地蔵森２７２７－３１ 054-625-7455

焼津市 静岡石油輸送株式会社　大井川 静岡県焼津市利右衛門字上島５００－１ 054-622-2248

焼津市 株式会社ニヤクコーポレーション　大井川事業所 静岡県焼津市利右衛門字天王１２４６－１ 054-622-2461

焼津市 有限会社西宮運輸　大井川営業所 静岡県焼津市飯渕字中区１０８５－２ 054-662-0009

焼津市 株式会社トランス・グリップ　静岡営業所 静岡県焼津市飯淵１１９３ 054-662-0820

焼津市 株式会社鈴与カーゴネット静岡　大井川営業所 静岡県焼津市飯渕１２８３番地の３ 054-664-0070

焼津市 株式会社マルエス物流　本社営業所 静岡県焼津市浜当目字梅田６７４－２ 054-627-3238

焼津市 株式会社日昇運輸　本社営業所 静岡県焼津市下小田中町６－１４ 054-624-2353

焼津市 株式会社新村組　本社営業所 静岡県焼津市三ケ名字宮島８０３－２ 054-629-7238

焼津市 東海造船運輸株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市八楠三丁目１６－１ 054-669-8668

焼津市 飛騨運輸株式会社　静岡支店 静岡県焼津市越後島字越後島３７６ 054-621-1200

焼津市 福山通運株式会社　焼津支店 静岡県焼津市越後島字越後島４２５，４２６－１，２ 054-629-2135

焼津市 近物レックス株式会社　焼津支店 静岡県焼津市越後島字越後島４２９ 054-628-4107

裾野市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　裾野営業所 静岡県裾野市今里字芋穴久保４４８－１ 055-965-4056

裾野市 大興運輸株式会社　東富士支店 静岡県裾野市今里字舞台５４２－６ 055-997-0066

裾野市 株式会社七栄　本社営業所 静岡県裾野市金沢字大久保１４５－２ 055-997-4365

裾野市 株式会社サン・エンジニアリング　東富士営業所 静岡県裾野市御宿字小嵐１７０２－１７ 055-965-3630

裾野市 トヨタ輸送株式会社　東富士営業所 静岡県裾野市御宿１２００ 055-997-0411

裾野市 株式会社田中運輸　裾野営業所 静岡県裾野市麦塚字宮ノ前３４３－２ 055-993-4403
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裾野市 東静運送株式会社　裾野営業所 静岡県裾野市麦塚字雨溜３８４－１ 055-993-2550

裾野市 新潟運輸株式会社　沼津支店 静岡県裾野市水窪字竹の下１３８－３ 055-992-0687

裾野市 北港運輸株式会社　静岡支店
静岡県裾野市須山１２２０－８富士裾野工業団地住友理

工（株）内
055-998-2137

静岡市 株式会社静岡運送　本社営業所 静岡県静岡市葵区竜南２丁目３－３９ 054-247-3119

静岡市 有限会社マーキュリー　本社営業所 静岡県静岡市葵区沓谷６丁目６番地の８ 054-265-3288

静岡市 ジェイアール東海物流株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市葵区柚木柳坪２９６－１ 054-262-0482

静岡市 日本通運株式会社　静岡警送支店 静岡県静岡市葵区宮前町２９ 054-262-8682

静岡市 浜名梱包輸送株式会社　静岡東営業所 静岡県静岡市葵区流通センター１４番地の３ 054-267-2566

静岡市 丸百運送株式会社　静岡流通センター営業
静岡県静岡市葵区流通センター１－１（静岡市流通セン

ター１５２－１）
054-263-3047

静岡市 名正運輸株式会社　静岡東営業所 静岡県静岡市葵区流通センター３－３ 054-267-6601

静岡市 日本通運株式会社　静岡航空貨物センター 静岡県静岡市葵区流通センター８番７号 054-267-2188

静岡市 駿河物流株式会社　本社営業所 静岡県静岡市葵区川合３丁目１２－１５ 054-263-2666

静岡市 ヒダ物流株式会社　静岡支社 静岡県静岡市葵区新伝馬３丁目２３－１８ 054-273-4170

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡麻機支店 静岡県静岡市葵区有永町６－２３ 080-5043-4019

静岡市 安倍運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区丸子１－１０－１９ 054-259-8266

静岡市 城北運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６９５５－１ 054-256-8005

静岡市 有限会社マーキュリー　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６ 054-204-0831

静岡市 有限会社ワイ・エイチ・エス　本社営業所 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６ 054-204-5117

静岡市 静北運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６ 054-204-3655

静岡市 青山建設運輸有限会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区下川原３－２５－１７ 054-259-3704

静岡市 用宗運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区用宗巴町１－１ 054-259-4121

静岡市 中野商会株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２０９１－１ 054-297-3077

静岡市 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２３９５ 054-278-1221

静岡市 株式会社グリーンサービス　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区池田６５ー６ 054-203-3056

静岡市 静岡通運株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区池田３４６番地 054-261-8101

静岡市 西濃エキスプレス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区弥生町２－６９ 054-263-1171

静岡市 株式会社リョーウンエキスプレス　静岡センター 静岡県静岡市駿河区小鹿３丁目１８－１ 054-282-3323

静岡市 株式会社マルシメ　本社営業所 静岡県静岡市駿河区豊田２－９－７ 054-285-3519

静岡市 株式会社引越社　静岡西営業所 静岡県静岡市駿河区高松字高松１９９５ 054-238-2002

静岡市 株式会社引越社　静岡東営業所 静岡県静岡市駿河区下島字向屋敷３８９－２ 054-238-2789

静岡市 松栄運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区下島９５－１ 054-237-3694

静岡市 松岡満運輸株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区西脇字莨田４１２－１ 054-288-1555

静岡市 アートコーポレーション株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区中島２４９－１ 054-286-0123
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静岡市 福山通運株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区中島字外面割８５ 054-283-7702

静岡市 有限会社神和　本社営業所 静岡県静岡市駿河区馬淵三丁目９番２０号 054-283-0343

静岡市 日本郵便株式会社　静岡南郵便局 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０ 054-283-2362

静岡市 株式会社合同物流　本社営業所 静岡県静岡市清水区押切７８６－１ 054-346-2345

静岡市 フジ運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区横砂本町２３－５ 054-364-0775

静岡市 浜松運送株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区横砂中町２８－３３ 054-364-7777

静岡市 エス・ティー・サービス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区西久保１８－１ 054-367-5690

静岡市 静岡山章運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区西久保１丁目６３０－４ 054-366-0440

静岡市 株式会社ロジ・クリエイト　本社営業所 静岡県静岡市清水区高橋６丁目１－１ 054-364-7650

静岡市 レンゴーロジスティクス株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区渋川字原２００ 054-345-1331

静岡市 コイト運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区吉川８７３ 054-345-3016

静岡市 ヤマト運輸株式会社　清水長崎支店 静岡県静岡市清水区半左ヱ門新田字ビクニ１３６－１ 080-5043-3924

静岡市 清水長崎運輸株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区長崎字堂免２８５－１ 090-2921-6910

静岡市 株式会社ホームエネルギー静岡　本社営業所 静岡県静岡市清水区七ツ新屋字寺ノ前３７７－３，－２ 054-347-1251

静岡市 有限会社青木産業　本社営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字丸田４５－１ 054-346-1468

静岡市 清水長崎運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区庵原町１２６２－３２ 054-366-9355

静岡市 セントラルサービス株式会社　新清水営業所 静岡県静岡市清水区宍原７９６番１ 054-354-5111

静岡市 庵原運送有限会社　本社 静岡県静岡市清水区天神２－５－１３ 054-364-3108

静岡市 東海輸送株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２１７－４ 0543-47-4828

静岡市 ヤマト運輸株式会社　清水三保センター
静岡県静岡市清水区駒越西２－２８２２－８、２８２２

－３
080-5043-4029

静岡市 セイアン産業株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区折戸３０５番地の１４ 054-335-3535

静岡市 清勝運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区宮加三５７８－２ 054-334-2456

静岡市 日本郵便株式会社　清水郵便局 静岡県静岡市清水区辻１丁目９－２７ 054-367-5802

袋井市 平和みらい株式会社　浜松営業所 静岡県袋井市土橋字東道下６－６ 0538-42-7248

袋井市 清友梱包輸送有限会社　本社営業所 静岡県袋井市萱間５９番地の１ 0538-49-1147

袋井市 フジセーレック株式会社　本社営業所 静岡県袋井市広岡字隅田１４９７－１ 0538-43-3585

袋井市 中遠運輸株式会社　本社営業所 静岡県袋井市広岡１３８５－８ 0538-42-5075

袋井市 アクト物流株式会社　本社営業所 静岡県袋井市新池８４５番地の５ 0538-41-3739

袋井市 株式会社サンワネッツ　本社営業所 静岡県袋井市新池字東土器作１０９５番１ 0538-43-3333

袋井市 株式会社サンワネッツ　浜松東営業所 静岡県袋井市新池字東土器作１０８８－９ 0538-86-3970

袋井市 静岡ダイキュー運輸株式会社　本社営業所 静岡県袋井市木原６３２－１ 0538-43-2231

袋井市 鴻池運輸株式会社　袋井流通センター営業所 静岡県袋井市小山１５３－１ 0538-41-3617

袋井市 株式会社東海ロジテム　袋井営業所 静岡県袋井市小山字七ツ会１９２ 0538-43-2775

袋井市 株式会社ゼロ・プラス中部　袋井営業所 静岡県袋井市堀越字離山４６１－１ 0538-43-7286
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袋井市 株式会社イワタ輸送センター　本社営業所 静岡県袋井市堀越字駒木４３８－１ 050-3820-2222

袋井市 佐川急便株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市山科字松田２８５９ 0538-42-3125

袋井市 近物レックス株式会社　袋井支店 静岡県袋井市山科字池の谷２９０９－１ 0538-42-2196

袋井市 勅使川原産業株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市山科字川井田２４９１－１ 0538-43-7510

袋井市 日本アルコール物流株式会社　静岡営業所 静岡県袋井市東同笠８５２－１ 0538-23-8408

袋井市 東海運送有限会社　浅羽営業所 静岡県袋井市西同笠８８３－１ 0538-23-2500

袋井市 東洋サービス有限会社　袋井営業所 静岡県袋井市湊６１０ 0538-23-0351

袋井市 センコーエーラインアマノ株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市湊９０ 0538-23-6757

袋井市 浜松興運株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市湊６１０ 0538-23-1220

島田市 名正運輸株式会社　藤枝営業所 静岡県島田市東町１０４７－４ 0547-33-5077

島田市 増田運送株式会社　本社営業所 静岡県島田市中溝町２５３０－１ 0547-35-6188

島田市 中電輸送サービス株式会社　静岡営業所 静岡県島田市中溝町２４１０番地の１ 0547-37-2135

島田市 駿遠運送株式会社　島田営業所
静岡県島田市御仮屋町７５２２－２、７５２２－３、７

４６９－１、７４６９－３
0547-36-6631

島田市 日本郵便株式会社　島田郵便局 静岡県島田市中央町１７－１ 0547-37-2002

島田市 鴻池運輸株式会社　島田金谷スイッチセンター営業所 静岡県島田市金谷東２丁目３４－８ 0547-54-4481

藤枝市 株式会社本郷　本社営業所 静岡県藤枝市岡部町内谷７３５－１ 054-667-8680

藤枝市 有限会社タカラ運輸　本社営業所 静岡県藤枝市岡部町三輪字大箱１５０７－１ 054-644-1332

藤枝市 株式会社ランテック　静岡支店 静岡県藤枝市岡部町三輪２００３ 054-647-7777

藤枝市 エージーエス株式会社　静岡営業所 静岡県藤枝市横内２２８５ 054-644-8838

藤枝市 ビューテック運輸株式会社　静岡営業所 静岡県藤枝市下当間８８８番１ 054-644-2622

藤枝市 有限会社藤枝急便　本社営業所 静岡県藤枝市下当間６２０番地１ 054-643-3270

藤枝市 新潟運輸株式会社　静岡支店 静岡県藤枝市下当間３５１番地１他４筆 054-647-2440

藤枝市 株式会社ゼロ・プラス中部　静岡営業所 静岡県藤枝市八幡６８１番地１ 054-647-6672

藤枝市 ヤマト運輸株式会社　藤枝築地支店
静岡県藤枝市築地一丁目４４５番３（住居表示：静岡県

藤枝市築地一丁目４番１号）
080-5481-6050

藤枝市 綜合警備保障株式会社　藤枝支店 静岡県藤枝市駅前１－２－１０ 054-643-1401

藤枝市 松尾配送株式会社　本社営業所 静岡県藤枝市高柳３－５２２－１ 054-635-3519

藤枝市 協立運送株式会社　本社営業所 静岡県藤枝市大西町３丁目２３－９ 054-635-2543

藤枝市 株式会社アトランス　藤枝営業所 静岡県藤枝市堀之内１丁目１０－３ 054-644-1082

藤枝市 株式会社東海通信資材サービス　静岡物流センタ 静岡県藤枝市鬼島字二枚田５５９－２７ 054-644-8888

磐田市 岸和田運輸株式会社　本社 静岡県磐田市福田字本田東１７０ 0538-58-2220

磐田市 有限会社一隆運送　本社営業所 静岡県磐田市福田中島字北１９３ 0538-55-3032

磐田市 市野輸送株式会社　本社 静岡県磐田市岩井字海道原２３２３－３ 0538-39-3777

磐田市 日本運輸株式会社　静岡営業所 静岡県磐田市岩井字西原１９０７－１１４９ 0538-32-7151
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磐田市 株式会社鈴与カーゴネット浜松　本社営業所 静岡県磐田市岩井字海道原１８８４番地の２ 0538-35-4126

磐田市 清水長崎運輸株式会社　磐田営業所 静岡県磐田市西貝塚字東山３６３７－３ 0538-37-9648

磐田市 株式会社遠州急行　本社営業所 静岡県磐田市上岡田６１２－２ 0538-34-3105

磐田市 株式會社・豊島輸送センター　本社営業所 静岡県磐田市前野３０２０－２ 0538-34-5315

磐田市 相生運送有限会社　磐田営業所 静岡県磐田市上神増字井西１６７８番地の１ 0539-62-9706

磐田市 徳三運輸倉庫株式会社　竜洋営業所 静岡県磐田市南平松１－３ 0538-66-0025

磐田市 浜昇物流株式会社　本社営業所 静岡県磐田市掛塚字竜光寺２８３８番地の１ 0538-66-0205

磐田市 駿遠運送株式会社　磐田支店 静岡県磐田市加茂５７１－１ 0538-32-2241

磐田市 株式会社トランスポート・オオスギ　赤池営業所 静岡県磐田市赤池２２１ 0538-39-3110

磐田市 新高商運株式会社　本社営業所 静岡県磐田市赤池３７５ 0538-35-1711

磐田市 浜松興運株式会社　本社営業所 静岡県磐田市豊田西之島字東３２５－１ 0538-34-4624

浜松市 株式会社グリーンサービス　浜松営業所 静岡県浜松市東区将監町２３－１ 053-466-4557

浜松市 渥美運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市南区西島町３７４番地 053-425-4188

浜松市 ダイセーエブリー二十四株式会社　浜松南センター 静岡県浜松市南区三島町１２３－１ 053-444-4801

浜松市 三栄運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市西区坪井町字沖新田４７８２ 053-447-5838

浜松市 協業組合浜松輸送センター　本社 静岡県浜松市西区湖東町３０１４番１ 053-486-5152

浜松市 北港運輸株式会社　浜松センター 静岡県浜松市西区桜台１丁目５番１０号 053-430-6760

浜松市 有限会社扶桑エキスプレス　浜松営業所 静岡県浜松市北区細江町気賀１６７１番地の１ 053-523-8027

浜松市 株式会社Ｋ・Ｓロジテム　三ヶ日営業所
静岡県浜松市北区三ヶ日町鵺代５８－２０ポジション

３ー３０２
053-528-7076

浜松市 株式会社セイリュウ　本社 静岡県浜松市東区豊町６１００－１ 053-435-4568

浜松市 アーイカーゴ有限会社　本社営業所 静岡県浜松市東区貴平町７０ 053-433-1800

浜松市 松岡満運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区貴平町字蒲崎２２７番 053-433-8380

浜松市 株式会社マルト輸送センター　本社営業所 静岡県浜松市東区貴平町２２４－２ 053-433-2003

浜松市 株式会社新遠州倉庫　本社営業所 静岡県浜松市東区大瀬町字若宮２１２８－１ 053-433-5151

浜松市 株式会社静岡運送　浜松城北営業所 静岡県浜松市中区城北３丁目３番８号 053-472-2019

浜松市 東京納品代行株式会社　浜松センター 静岡県浜松市中区西浅田２－９－５ 053-441-5055

浜松市 日本通運株式会社　浜松物流センター事業所 静岡県浜松市中区神田町字五味洗１３９９－１ 053-442-3121

浜松市 近物レックス株式会社　浜松支店 静岡県浜松市中区神田町字五味洗１３９０ 053-441-3101

浜松市 浜松委托運送株式会社　西浜松駅営業所 静岡県浜松市中区森田町３０６－２ 053-453-3165

浜松市 日本通運株式会社　西浜松物流センター事業所 静岡県浜松市南区東若林町３２－３ 053-454-2241

浜松市 日本荷造運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区法枝町３４１ 053-441-4361

浜松市 名波陸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区法枝町字村北３０５５－１ 053-442-2011

浜松市 浜名梱包輸送株式会社　浜松南営業所 静岡県浜松市南区卸本町５９番地 053-444-1100

浜松市 ＴＳネットワーク株式会社　浜松流通センター 静岡県浜松市南区小沢渡町１３４ 053-449-3521
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浜松市 日本郵便株式会社　浜松西郵便局 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１ 053-454-0412

浜松市 鈴建輸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市北区初生町１３７２－２ 053-436-2560

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松初生支店 静岡県浜松市北区初生町字初生３７５－１ 080-6699-0729

浜松市 笠井合同小型運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市中区高丘東１丁目２－３８ 053-436-1870

浜松市 天竜自動車運送株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区高丘東２丁目１２０－２５ 053-420-3830

浜松市 ピックパックエクスプレス株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区高丘西一丁目１６番５号 053-438-5685

浜松市 シグマロジスティクス株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区高丘北１丁目６６－１０ 070-3627-2535

浜松市 株式会社布橋運送　本社営業所 静岡県浜松市中区高丘北三丁目３７番５０号 053-437-1030

浜松市 太陽急配株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市浜北区尾野２２７２－１ 053-582-1600

浜松市 サーラ物流株式会社　浜松北営業所 静岡県浜松市浜北区尾野２７８４－１ 053-589-0818

浜松市 株式会社アオシマ　本社営業所 静岡県浜松市浜北区尾野７５ 053-589-8037

浜松市 株式会社アスカ運輸　本社営業所 静岡県浜松市浜北区新原６４１８ 053-584-1541

浜松市 株式会社ナニワ　本社営業所 静岡県浜松市浜北区上島１９０４番地 053-580-5728

浜松市 天竜自動車運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市浜北区中瀬７１３５－６４ 053-580-3070

浜松市 株式会社トータルユソウシステム　本社営業所 静岡県浜松市浜北区於呂字荒巻８４３－１ 053-580-3800

浜松市 浜名梱包輸送株式会社　浜松浜北営業所 静岡県浜松市浜北区新堀字堤外７０番地の６ 053-401-0057

浜松市 浜名梱包輸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市浜北区新堀字堤外１６４番地の１ 053-586-1110

浜松市 株式会社エスラインギフ　浜松営業所 静岡県浜松市東区上石田字木浜田１０１６番１ 053-433-3633

浜松市 飛騨運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３２５－３ 053-421-8781

浜松市 株式会社浜松急送　本社営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字吉添５１０ 053-422-5100

浜松市 アートコーポレーション株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区下石田町１８５０－４，１８５０－１ 053-422-0123

浜松市 第一貨物株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区下石田町４５８番地の６ 053-422-1717

浜松市 遠鉄石油株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区流通元町７３０番地１ 053-422-2231

浜松市 西濃運輸株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区松小池町字村北２０３ 053-422-4143

浜松市 株式会社スギヤマ　浜松営業所 静岡県浜松市東区子安町３３９－６ 053-464-3691

浜松市 株式会社ゼロ・プラス中部　浜松営業所 静岡県浜松市東区和田町字野下６８２－１ 053-462-9791

浜松市 ヒダ物流株式会社　浜松支社 静岡県浜松市南区石原町２７０－１ 053-425-4120

浜松市 株式会社引越社　浜松東支店 静岡県浜松市東区北島町９２７－１ 053-421-2626

浜松市 株式会社引越社　浜松西支店 静岡県浜松市東区北島町９２１ 053-422-2626

浜松市 トランコムＤＳ株式会社　浜松センター 静岡県浜松市東区北島町５８６ 053-423-2500

浜松市 日本空輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区北島町６３８ 053-421-5115

浜松市 株式会社ハート引越センター　浜松営業所 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町５１７ 053-541-8101

浜松市 株式会社丸天建材　本社営業所 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内９９２番地の７ 053-985-0132

富士宮市 中村運送株式会社　本社営業所 静岡県富士宮市万野原新田字拾石沢４０６５－２ 0544-58-1455

富士宮市 阿部運輸有限会社　本社営業所 静岡県富士宮市小泉字代官屋敷２１４９－１３ 0544-24-5298
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富士宮市 東陸ロジテック株式会社　富士宮営業所 静岡県富士宮市北山字峯６１６１ 0544-59-2626

富士宮市 富岳通運株式会社　富士宮支店 静岡県富士宮市羽鮒２３０６ 054-465-5088

富士宮市 ダイオーロジスティクス株式会社　東日本支店 静岡県富士宮市羽鮒２３０６ 0544-65-5555

富士市 有限会社田中運送　本社営業所 静岡県富士市長通字本田５１番地の３ 0545-67-0320

富士市 大友ロジスティクスサービス株式会社　富士営業所 静岡県富士市松岡３０６ 0545-65-0400

富士市 和泉産業株式会社　本社営業所 静岡県富士市中丸字浜地７９６－４ 0545-61-4165

富士市 ヒダ物流株式会社　富士支社 静岡県富士市前田字広町１３３－１ 0545-63-9188

富士市 株式会社スワンサービス　富士営業所 静岡県富士市森島４９７－１ 0545-67-0391

富士市 東部ネットワーク株式会社　静岡営業所 静岡県富士市今泉字三条３３１－１ 0545-53-7817

富士市 デリバリーエース株式会社　本社営業所 静岡県富士市今泉字高尾奈４４１－１ 0545-53-7744

富士市 昌南運輸有限会社　本社営業所 静岡県富士市依田橋字芝添３３６－１ 0545-32-1973

富士市 北勢運送株式会社　富士営業所 静岡県富士市依田橋字芝添３３８－２ 0545-32-2676

富士市 株式会社ニヤクコーポレーション　田子の浦事業所 静岡県富士市依田橋字芝添３６０ 0545-32-0885

富士市 名鉄急配株式会社　富士営業所 静岡県富士市依田橋字上三条７６－２ 0545-32-8702

富士市 東光運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士市鈴川西町６２０－３ 0545-31-0400

富士市 静岡石油輸送株式会社　富士営業所 静岡県富士市鈴川西町２１－１ 0545-32-2090

富士市 大三産業株式会社　運輸部営業所 静岡県富士市島田町２丁目８７番地 0545-53-2090

富士市 有限会社大木紙運輸　本社営業所 静岡県富士市島田町一丁目１２５ 0545-30-8411

富士市 太田運輸有限会社　本社営業所 静岡県富士市島田町１－１８６ 0545-53-5488

富士市 結城運輸倉庫株式会社　静岡営業所 静岡県富士市島田町１－４７ 0545-52-8172

富士市 東和通商株式会社　本社営業所 静岡県富士市津田字中新田１９２－１１ 0545-53-3137

富士市 株式会社ヨシノロジコ　本社営業所 静岡県富士市青島字佛原前２３２－３ 0545-51-2277

富士市 株式会社サカイ引越センター　富士支社 静岡県富士市青島町１９５－１ 0545-57-1141

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士青島支店 静岡県富士市青島町２４８ 080-5068-0744

富士市 富士トランスポートサービス株式会社　本社営業所 静岡県富士市青島町２０１番地 0545-53-5550

富士市 富士宮牛乳運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士市伝法字中原５５１－１５ 0545-23-2452

富士市 株式会社タカキュー　本社 静岡県富士市大渕字横山３６８５番地の１ 0545-73-0773

富士市 東海輸送株式会社　新富士営業所 静岡県富士市大淵２５８０－１ 0545-30-7080

富士市 有限会社リージョナルサービス　本社営業所 静岡県富士市大渕３６８５－１ 0545-72-4165

富士市 株式会社日立物流中部　静岡東営業所 静岡県富士市大渕字城山２２６１番６ 0545-37-2211

富士市 株式会社パルライン　富士営業所 静岡県富士市大淵字横沢２２９７－７ 0545-37-1880

富士市 ビヨンズトランズ株式会社　本社営業所 静岡県富士市大渕２５７９－１３ 0545-35-2031

富士市 トナミ運輸株式会社　富士支店 静岡県富士市柏原字大角２９ 0545-32-1710

富士市 有限会社栗田産業　本社営業所 静岡県富士市大野字大野南１８０番地 0545-33-0100

富士市 芙蓉流通株式会社　本社営業所 静岡県富士市大野字大野北５３ 0545-33-2270
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富士市 株式会社エスラインギフ　富士営業所 静岡県富士市今井字江向４４６－２ 0545-33-3052

富士市 日本通運株式会社　富士物流センター 静岡県富士市今井字早口３１１ 0545-33-1011

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士鷹岡支店 静岡県富士市厚原字溝下１０８－１ 080-5043-4234

富士市 株式会社齋藤商運　富士営業所 静岡県富士市厚原２７０－１７ 0545-73-0601

富士市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　富士営業所 静岡県富士市久沢２１１ 0545-72-0075

富士市 村上運輸倉庫株式会社　本社営業所 静岡県富士市天間字東耕地３４２－１ 0545-71-1000

富士市 東洋メビウス株式会社　富士川物流センター 静岡県富士市北松野字沖田１７７７－１ 054-556-3130

富士市 株式会社ギオン　静岡ステーション 静岡県富士市中之郷２２６５－１ 055-388-2295

富士市 株式会社グリーンサービス　富士営業所 静岡県富士市伝法５７３－２ヒルズ中原１階 0545-23-3922

牧之原市 株式会社渡辺産業　牧之原営業所 静岡県牧之原市中字上高地５４ 0548-25-4001

牧之原市 コイト運輸株式会社　榛原営業所 静岡県牧之原市坂部字勝田２９５２番１ 0548-29-1710

牧之原市 川崎運送株式会社　静岡物流センター 静岡県牧之原市細江字十石２４７０－２５ 0548-24-0930

牧之原市 株式会社東海ロジテム　牧之原営業所 静岡県牧之原市白井字五反田６５３番１号 0548-54-1012

牧之原市 東和運輸倉庫株式会社　相良支店 静岡県牧之原市白井７４９－１９ 0548-54-0092

牧之原市 東洋メビウス株式会社　静岡支店 静岡県牧之原市白井６２２－８ 0548-55-0555

牧之原市 株式会社くろしおエクスプレス　御前崎営業所 静岡県牧之原市新庄５３８－１ 0548-58-1313

周智郡 東新物流株式会社　森町営業所 静岡県周智郡森町睦実１４３４ 0538-85-7720

周智郡 浜名梱包輸送株式会社　森町営業所 静岡県周智郡森町睦実字大沢１１２３－２２ 0538-85-0022

駿東郡 井上運送株式会社　富士小山営業所 静岡県駿東郡小山町用沢２４６－１ 0550-70-7077

駿東郡 丸安運送有限会社　本社営業所 静岡県駿東郡長泉町納米里４００－２ 055-987-2251

駿東郡 サンヨーエキスプレス株式会社　本社営業所 静岡県駿東郡長泉町中土狩５７７－４ 055-986-3621

榛原郡 丸徳運送株式会社　吉田営業所 静岡県榛原郡吉田町川尻字東河原３１３９－１２ 0548-32-8700

榛原郡 望月運輸株式会社　吉田営業所 静岡県榛原郡吉田町片岡４３２－１ 0548-33-1741

9／9　ページ　


