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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）

むつ市 ヤマト運輸株式会社　むつ営業所 青森県むつ市若松町９１－２ 080-5044-1016

むつ市 有限会社むつ中央トラック　本社 青森県むつ市大字奥内字中道２３ 0175-26-2365

むつ市 下北交通株式会社　むつ営業所 青森県むつ市金曲１丁目４４０ 0175-22-3221

むつ市 青森三八五流通株式会社　むつ 青森県むつ市大字田名部字赤川ノ内並木１１３－１ 0175-22-1271

五所川原市 株式会社丸清起業　本社営業所 青森県五所川原市大字豊成字田子ノ浦６４－７ 0173-29-3777

弘前市 有限会社茜運輸　本社 青森県弘前市大字茜町一丁目３－１０，３－１１ 0172-35-3853

弘前市 有限会社サクラ配送サービス　本社営業所 青森県弘前市大字金属町５－２ 0172-88-0077

弘前市 近物レックス株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字境関字亥の宮４５－２ 0172-27-8501

弘前市 日興運輸株式会社　本社 青森県弘前市大字石川字泉田３１－１ 0172-92-2211

弘前市 株式会社協和輸送　弘前営業所 青森県弘前市末広５丁目２－６ 0172-29-1411

弘前市 株式会社バイタルエクスプレス　弘前営業所 青森県弘前市大字扇町２丁目３－１ 0172-29-6090

弘前市 中越テック株式会社　青森営業所 青森県弘前市大字高田３－５－５ 0172-27-3034

黒石市
有限会社たんぽぽ運送　有限会社　たんぽぽ運送本社営

業所
青森県黒石市大字浅瀬石字扇田４１８番地 0172-88-7718

黒石市 東来運送株式会社　本社営業所 青森県黒石市相野８４番地 0172-53-1111

黒石市 株式会社桜青建設　本社営業所 青森県黒石市角田７３の８ 0172-53-2321

黒石市 佐川急便株式会社　弘前営業所 青森県黒石市追子野木３丁目４１０，４１１ 0570-01-0243

三沢市 三八五エクスプレス株式会社　三沢営業所 青森県三沢市大字三沢字淋代平１１６－３１０２ 0176-27-1272

十和田市 有限会社大昇運輸　本社営業所 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢１９１ 0176-27-3055

十和田市 三八五エクスプレス株式会社　十和田営業所 青森県十和田市東三番町１０－８９ 0176-23-3567

青森市 有限会社結城商事輸送　青森営業所 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１１１－１ 0172-26-5216

青森市 三協運輸株式会社　本社 青森県青森市大字細越字栄山５５５－１ 017-739-1611

青森市 株式会社エンドレス・テック　青森支店 青森県青森市新田３丁目５番１号 017-718-7960

青森市 三八五トランスポート株式会社　青森営業所 青森県青森市浪岡大字大釈迦字沢田１１３－２６２ 0172-62-0385

青森市 大虎運輸北東北株式会社　青森支店 青森県青森市大字野木字山口１６４－７６ 017-762-5151

青森市 北海道東北名鉄運輸株式会社　青森支店 青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４ 017-764-0075

青森市 東日本ライフ輸送株式会社　青森西 青森県青森市大字新城字山田１１５－１ 017-762-7422

青森市 栗林海陸輸送株式会社　青森営業所 青森県青森市青柳１丁目１６－９７ 0177-73-7744

青森市 青森港運株式会社　本社営業所 青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４ 017-763-0092

青森市 鎌田配送株式会社　本店営業所 青森県青森市浜田字玉川１４３－１９ 017-723-2520

青森市 青森三八五流通株式会社　本社営業所 青森県青森市大字新城字平岡１６０－５７６ 017-787-3333

青森市 アサヒロジスティクス株式会社　青森営業所 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１６２－１ 0172-88-8733
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青森市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　青森営業所 青森県青森市浪岡大字大釈迦字沢田１１３－２３７ 0172-69-2580

青森市 近物レックス株式会社　青森支店 青森県青森市原別５丁目２０番１号 017-736-7551

青森市 ロジトライ東北株式会社　青森事業所 青森県青森市大字新城字平岡２５８－８０ 017-788-0970

青森市 ヤマト運輸株式会社　青森北営業所 青森県青森市柳川２丁目１１－２９ 080-6699-0129

青森市 ヤマト運輸株式会社　青森青葉営業所 青森県青森市大字東大野２－７－１ 080-5451-4713

青森市 青森東邦運輸倉庫株式会社　本社 青森県青森市大字野木字野尻３７－３４０ 017-739-6354

青森市 盛運輸株式会社　本社営業所 青森県青森市大字新町野字薄井５８－６ 017-738-4211

青森市 青森通運株式会社　本社営業所 青森県青森市新城字福田１６２－１ 017-787-3311

青森市 株式会社協和輸送　本社営業所 青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０ 0172-62-3000

青森市 株式会社協和輸送　青森支店 青森県青森市大字荒川字藤戸１２０番１ 017-729-1130

青森市 株式会社佐々木運送　本社営業所 青森県青森市大字石江字三好１６７－２ 017-781-4661

青森市 株式会社東北高速道青森　本社 青森県青森市新城字福田１５６－１ 017-787-3830

青森市 龍北運輸株式会社　青森営業所 青森県青森市本町４丁目６－１７ 017-777-3111

青森市 株式会社東北デイリーサービス　青森営業所 青森県青森市柳川２丁目１１番１２ 017-763-5303

八戸市 北部運送株式会社　本社 青森県八戸市大字妙字西ノ平７－１ 0178-25-5511

八戸市 株式会社エイト・トランシス　本店営業所 青森県八戸市八太郎６丁目４－２５ 0178-20-9704

八戸市 タセイ株式会社　本社 青森県八戸市大字妙字西平７番地４５ 0178-25-2468

八戸市 盛運輸株式会社　八戸第２営業所 青森県八戸市長苗代四丁目１番４号 0178　-38-6833

八戸市 トラスト物流株式会社　東北営業所 青森県八戸市北インター工業団地５－１－１４ 0178-38-8840

八戸市 有限会社菱倉運輸　本社 青森県八戸市大字十日市字下谷地２２－１ 0178-96-3412

八戸市 青森三八五流通株式会社　八戸配送 青森県八戸市大字市川町字赤川下４１－１ 0178-52-7755

八戸市 釜渕運送有限会社　八戸 青森県八戸市北インター工業団地２丁目１００－２９ 0178-20-0516

八戸市 有限会社新和運送　本社 青森県八戸市八太郎六丁目３－４ 0178-28-3855

八戸市 八通運輸株式会社　本社 青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０－５０ 0178-28-8371

八戸市 音喜多運送株式会社　本社 青森県八戸市北白山台２丁目２－２７ 0178-27-6111

八戸市 有限会社松広運輸　本社 青森県八戸市大字河原木字蓮沼４１－２７ 0178-20-2917

八戸市 八戸鉱山土木株式会社　本社 青森県八戸市大字松館字大向３３－１ 0178-30-2270

八戸市 株式会社八洲陸運　八戸営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０番２５ 0178-21-8400

八戸市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字長苗代字前田８６－７ 0178-29-3751

八戸市 八戸通運株式会社　自動車営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地３丁目１－５５ 0178-28-9611

八戸市 株式会社丸善配送　本社営業所 青森県八戸市大字市川町字長者久保１－２５ 0178-28-4311

八戸市 株式会社エネックス　八戸営業所 青森県八戸市北インター工業団地２丁目２－３７ 0178-51-2410

八戸市 青森郵便自動車株式会社　八戸営業所 青森県八戸市長苗代三丁目４－６ 0178-28-5745

八戸市 株式会社丸祐運送　八戸営業所 青森県八戸市卸センター１丁目７－５ 0178-51-2185

八戸市 ヤマダイ興業運輸株式会社　本社営業所 青森県八戸市大字白銀町字砂森４６－１ 0178-31-5863
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八戸市 中央トラック運送株式会社　鮫営業所 青森県八戸市大字河原木字宇兵エ河原１０ー１４ 0178-33-8500

八戸市 株式会社エス・ネット八戸　八戸営業所 青森県八戸市大字白銀町字昭和町９－１ 0178-33-0537

八戸市 三八五ライン株式会社　本社営業所 青森県八戸市大字市川町赤川下４１番３ 0178-20-8850

八戸市 青森東邦運輸倉庫株式会社　八戸支店
青森県八戸市北白山台２丁目１０－６，１０－５，１０

－４
0178-27-6311

八戸市 青森三八五流通株式会社　八戸 青森県八戸市大字長苗代字上中坪３５－１ 0178-27-4111

平川市 有限会社白川林産　本社営業所 青森県平川市柏木町東田２７０番１ 0172-88-8846

平川市 平賀運送株式会社　本社 青森県平川市町居稲元３－１ 0172-44-2133

下北郡 株式会社トラスト　本社営業所 青森県下北郡大間町大字奥戸字小奥戸２０４番地１ 0175-37-5910

三戸郡 株式会社横町建材　本社 青森県三戸郡階上町大字金山沢字長根３－５ 0178-88-3017

三戸郡 株式会社釜淵商事　本社 青森県三戸郡田子町大字田子字下田子下モ平３３－１ 0179-32-2732

三戸郡 有限会社アドバンス　本社営業所
青森県三戸郡五戸町古舘下川原２４番地４、２４番地

５、２４番地６
0178-62-2543

三戸郡 釜渕運送有限会社　本社 青森県三戸郡田子町大字田子字七日市上ノ平９－１ 0179-32-2300

三戸郡 株式会社川村土木　本社営業所
青森県三戸郡五戸町古館下川原２４－４，２４－５，２

４－６
0178-62-2543

三戸郡 キユーソーティス株式会社　階上営業所 青森県三戸郡階上町大字角柄折字新沼館９－１５９ 0178-80-1611

三戸郡 青森三八五流通株式会社　五戸 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１－７５１ 0178-62-6221

上北郡 南貨物自動車株式会社　六戸営業所 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山５５－２８ 0176-55-5851

上北郡 株式会社上組　六ヶ所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４ー９０ 0175-71-4876

上北郡 中長運送株式会社　本社 青森県上北郡七戸町字寒水３９－１ 0176-62-2097

上北郡 相和物産株式会社　本社 青森県上北郡東北町字ガス平８９８－５ 0175-68-2996

上北郡 青森三八五流通株式会社　六ヶ所営業所 青森県上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢１３３－６９ 0175-72-2921

南津軽郡 有限会社エーティーライン　本社 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字福田４９－1 0172-65-3420

南津軽郡 有限会社東西物流　本社 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字和田３２番地１ 0172-65-3911

北津軽郡 有限会社今井貨物　本社 青森県北津軽郡板柳町大字五幾形字飯田２３５－１３ 0172-88-7560
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