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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 一関貨物自動車株式会社　本社営業所 岩手県一関市東台１４－５９ 0191-23-2929

一関市 有限会社小泉運輸関東　一関営業所 岩手県一関市東山町長坂字町４２９ 0191-48-5680

一関市 有限会社イトウケイ　一関営業所 岩手県一関市真柴字藤後沢７－５ 0191-26-3900

一関市 東磐運送株式会社　千厩支店 岩手県一関市千厩町千厩字下駒場２８１－１ 0191-53-2155

一関市 日本郵便株式会社　一関郵便局 岩手県一関市大手町６－１ 0191-23-4153

一関市 株式会社日配運輸　一関営業所 岩手県一関市赤荻字荻野３６１－１ 0191-48-3350

一関市 有限会社栄和興業　本社営業所 岩手県一関市東山町長坂字南磐井里５３－１ 0191-47-2545

奥州市 株式会社野口　米里営業所 岩手県奥州市江刺米里字戸草７番地５ 0197-38-2818

奥州市 株式会社アンカーライン東北　本社営業所 岩手県奥州市前沢字新城５８－１７ 0197-56-8380

奥州市 東北西濃運輸株式会社　水沢支店 岩手県奥州市水沢卸町２－１４、２－１５ 0197-22-3511

奥州市 三八五通運株式会社　水沢営業所 岩手県奥州市水沢東大通１丁目９－１ 0197-22-2125

奥州市 ロジトライ東北株式会社　水沢事業所 岩手県奥州市水沢真城字町下１０１－５ 0197-24-2133

奥州市 有限会社下田運輸　本社営業所 岩手県奥州市水沢真城字北下田５７番地４ 0197-26-2246

奥州市 株式会社野口　本社営業所 岩手県奥州市江刺愛宕字力石５９０番地４ 0197-31-2342

奥州市 南部運輸株式会社　本社営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田中３－１５ 0197-22-2266

花巻市 株式会社安部商事　花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第１地割１８１－１ 0198-27-5004

花巻市 北海道トナミ運輸株式会社　岩手営業所 岩手県花巻市二枚橋第５地割３６７ 0198-30-1120

花巻市 株式会社カンダコアテクノ　花巻営業所 岩手県花巻市卸町１０番地 0198-26-1305

花巻市 佐川急便株式会社　花巻営業所
岩手県花巻市二枚橋第４地割２７４－１、２７２－１、

２７３－１、２７１－１
0570-01-0634

花巻市 北和運輸有限会社　本社営業所 岩手県花巻市横志田４地割４９ 0198-29-2865

釜石市 日本通運株式会社　釜石営業支店 岩手県釜石市片岸町第３地割１０４番地 0193-29-1333

釜石市 東北福山通運株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市片岸町第３地割１０３番地 0193-29-1292

釜石市 エア・ウォーター食品物流株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市嬉石町二丁目７５番地１ 0193-55-6367

釜石市 株式会社三協運輸サービス　釜石営業所 岩手県釜石市大字平田第３地割７５－１ 0193-55-5133

久慈市 東北福山通運株式会社　久慈営業所 岩手県久慈市夏井町大崎第１４地割３８－２ 0194-61-3292

久慈市 十久輸送有限会社　本社営業所 岩手県久慈市小久慈町第３２地割２－１ 019-452-2885

宮古市 株式会社三協運輸サービス　宮古営業所 岩手県宮古市田鎖第８地割字十文字１２－１ 0193-89-1022

盛岡市 有限会社藤村小型運送　本社営業所 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５番地４ 019-681-3277

盛岡市 東北西濃運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市流通センター北１－２２ 019-637-6207

盛岡市 関東運輸株式会社　岩手営業所 岩手県盛岡市羽場１０地割１－８ 019-681-1748

盛岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市流通センター北１丁目３－３ 019-639-1701

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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盛岡市 株式会社古里木材物流　本社営業所 岩手県盛岡市東見前６地割３７番地１ 019-681-8801

盛岡市 ロジトライ東北株式会社　盛岡事業所 岩手県盛岡市東見前６地割２７－１ 019-614-9281

盛岡市 葵産業株式会社　盛岡 岩手県盛岡市黒川２２地割６２ 019-675-1351

盛岡市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市東見前４地割１０番２号 019-637-2151

盛岡市 丸一運送株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市好摩字上山３地割１５７番地 019-682-0998

盛岡市 岩泉自動車運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市湯沢１６地割字広川１５－２ 019-639-0080

盛岡市 岩手東邦運輸倉庫株式会社　本社営業所 岩手県盛岡市羽場１０地割１－３ 019-637-5953

大船渡市 株式会社三栄工業所　本社 岩手県大船渡市赤崎町字普金１０番地５ 0192-25-1171

大船渡市 ヤマト運輸株式会社　大船渡リアス営業所 岩手県大船渡市猪川町字下権現堂１０５番２ 080-5044-2692

滝沢市 カナック株式会社　本社営業所 岩手県滝沢市大石渡１８１４番地２ 019-694-1255

八幡平市 ヤマト運輸株式会社　西根営業所 岩手県八幡平市大更第３６地割８６番地 080-6698-8730

北上市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北上支店 岩手県北上市流通センター６０１－１１ 0197-68-4173

北上市 株式会社共栄運輸花巻　北上営業所 岩手県北上市流通センター１番地２５ 0197-68-2581

北上市 日本梱包運輸倉庫株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３番地１５５ 0197-67-5286

北上市 司企業株式会社　岩手営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３番１２９ 0197-71-2977

北上市 株式会社ダイカツ　岩手支店営業所 岩手県北上市和賀町竪川目１地割１１３番地８ 0197-72-3902

北上市 丸カ運送株式会社　岩手営業所 岩手県北上市流通センター１６－２５ 0197-71-1272

北上市 青森郵便自動車株式会社　岩手 岩手県北上市相去町山根梨の木４３ー１５３ 0197-72-8545

北上市 日本郵便輸送株式会社　岩手営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－１１２ 0197-72-7741

北上市 大和物流株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター１８３－１７ 0197-68-2755

紫波郡 株式会社宮城運輸　志和営業所 岩手県紫波郡紫波町稲藤字升形４４－５ 019-681-6102

紫波郡 株式会社仙台ピアノサービス　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－１２ 019-601-4810

紫波郡 第一貨物株式会社　盛岡支店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－２ 019-638-4567

紫波郡 丸大運輸株式会社　盛岡南営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１１０番 019-601-6112

紫波郡 株式会社本宮運輸　矢巾営業所 岩手県紫波郡矢巾町大字高田１０地割９２－１ 019-656-1324

紫波郡 岩手急行貨物自動車株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２６ 019-638-8707

紫波郡 株式会社首都圏物流　盛岡センター 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１５地割３５－２ 019-908-2600

紫波郡 株式会社ＬＪＰ　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－５ 019-601-7431

紫波郡 盛運輸株式会社　岩手営業所 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２３番地 019-601-7443

紫波郡 南貨物自動車株式会社　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－５ 019-907-2087

紫波郡 株式会社ハート引越センター　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目８－４ 019-908-2812

紫波郡 岩手雪運株式会社　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割字上山２７７番地 019-611-1135

紫波郡 株式会社関東エース　盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－７　流通

商事（株）テナントビル１階
019-614-0156
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紫波郡 協和運輸倉庫株式会社　盛岡
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７

－１
019-639-0018

紫波郡 株式会社バイタルエクスプレス　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番地１２号 019-637-4633

紫波郡 有限会社朝日運送　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２３ 019-638-0202

紫波郡 株式会社東北デイリーサービス　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－３１ 019-637-5458

西磐井郡 株式会社北都高速運輸倉庫東北　本社営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下１０７番地１ 0191-34-2666

胆沢郡 カリツー東日本株式会社　岩手営業所 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里２－１ 0197-43-3500

胆沢郡 株式会社アルム不動産運輸　岩手支店 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地２８－１ 0197-41-0041

胆沢郡 愛知陸運株式会社　金ケ崎 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢上原３３－３２ 0197-44-6660
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