
R3.12.17

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 塩釜陸運株式会社　新富営業所 宮城県塩竈市新富町２３－２ 022-364-3958

塩竈市 東部ネットワーク株式会社　仙台営業所 宮城県塩竃市貞山通３丁目１３－２１ 022-349-4472

塩竈市 マルハマ運輸株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２－１０３－５５ 022-366-3347

塩竈市 株式会社互興運送　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町３－１０９－５３ 022-365-5551

塩竈市 株式会社岡崎運輸　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町１－１２７－４９ 022-365-1081

塩竈市 塩釜陸運株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２丁目１４８－４，１４８－５９ 022-365-3137

角田市 株式会社とくら運送　本社営業所 宮城県角田市角田字老ケ崎１０５－１ 0224-62-1656

岩沼市 ノバ・エキスプレス株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南２－３－６ 0223-36-9930

岩沼市 東北三八五流通株式会社　岩沼営業所 宮城県岩沼市吹上２丁目１３０－１ 0223-23-2477

岩沼市 阿武隈運輸株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市吹上２－６－２２ 0223-22-3457

岩沼市 ＳＢＳフレックネット株式会社　岩沼センター 宮城県岩沼市下野郷字菱沼８４－３９ 0223-25-6051

岩沼市 株式会社ジェーラインエクスプレス　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南６丁目３－１ 0223-23-4805

気仙沼市 有限会社エヌ・オー通産　東北 宮城県気仙沼市港町４８番地１８ 0226-21-1233

栗原市 鮫川運送株式会社　古川営業所 宮城県栗原市高清水中の沢３３－３４ 0228-59-1090

栗原市 浜名東日本株式会社　本社 宮城県栗原市高清水中の沢２５番地２６ 0228-24-8933

栗原市 迫トラック株式会社　高清水営業所 宮城県栗原市高清水大沢１４－２ 0228-58-2089

石巻市 トランスポート宮城株式会社　本社営業所 宮城県石巻市流留字三番囲５０ 0225-25-1066

石巻市 有限会社信陽　本社営業所 宮城県石巻市須江字畳石前１番地２２ 0225-98-5912

石巻市 有限会社マルフジ運輸　本社営業所 宮城県石巻市門脇字浦屋敷６１－１ 0225-95-2755

石巻市 東日本エス物流株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町５番地４ 0225-98-6116

石巻市 株式会社日之出運輸　石巻事業所 宮城県石巻市桃生町寺崎字新町８８ 0225-79-3711

石巻市 あさひ運輸株式会社　本社営業所 宮城県石巻市中浦２丁目２６番地１２ 0225-95-0001

石巻市 セイホク物流株式会社　本社営業所 宮城県石巻市重吉町１－７ 0225-95-3903

石巻市 有限会社佐々建運輸　本社営業所 宮城県石巻市鹿又字道的前３５７ 0225-75-2737

石巻市 株式会社三協運輸サービス　石巻営業所 宮城県石巻市開成１－４３ 0225-98-3256

石巻市 株式会社バイタルエクスプレス　石巻営業所 宮城県石巻市門脇字一番谷地４３－８ 0225-21-1441

石巻市 株式会社南光物流サポート　本社営業所 宮城県石巻市重吉町７番地１ 0225-94-3973

石巻市 有限会社シゲン商運　本社 宮城県石巻市門脇字明神２５番地１ 0225-93-5185

石巻市 有限会社桃神運送　本社営業所 宮城県石巻市桃生町神取字山下４０番地の１ 0225-76-2268

仙台市 三陸運輸株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港四丁目９番地６号 022-387-1702

仙台市 丸中倉庫運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区大和町４－１６－２ 022-237-7421

仙台市 むつば物流株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻１丁目１０２１－１ 022-349-9206

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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仙台市 宮城ポスタルサービス株式会社　本社 宮城県仙台市若林区遠見塚東７番８号 022-294-8020

仙台市 丸久株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野字寺前８３－１，８５－１ 022-258-0296

仙台市 株式会社Ｆ・Ｃライン　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区出花２丁目１１－９ 022-355-6891

仙台市 株式会社Ｆ・Ｃライン　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区出花２丁目１１－９ 022-355-6522

仙台市 株式会社タクミ配送　本社営業所
宮城県仙台市若林区六丁の目北町８－２８コーポグリー

ン１０１
022-352-8904

仙台市 株式会社リネット　仙台営業所
宮城県仙台市若林区六丁目字南９７－３　東インター斎

喜ビル３階
022-287-4321

仙台市 東北新開株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５丁目７－２３ 022-385-6377

仙台市 大東実業株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区福田町南１丁目９－３０ 022-353-7578

仙台市 株式会社環境施設　本社 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目３０番４号 022-352-7635

仙台市 岡田陸運株式会社　仙台支店宮城野営業所 宮城県仙台市宮城野区港２丁目１－６ 022-385-6157

仙台市 山形陸上運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目５－２２ 022-254-1431

仙台市 東北新潟運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区苦竹４－３－１ 022-788-0601

仙台市 株式会社みやび運輸商事　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生１丁目５番地の１７ 022-253-7566

仙台市 有限会社美藤流通システム　本社 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目３－２７ 022-388-9088

仙台市 小田川運輸有限会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町５丁目５－１ 022-349-5961

仙台市 株式会社サカイ引越センター　仙台泉支社 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田１４８－６ 022-773-3161

仙台市 仙台陸運株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目３－７ 022-258-1578

仙台市 ワールドトランス株式会社　東北支店　仙台営業所 宮城県仙台市太白区山田新町８４番地 022-302-5915

仙台市 マクサム通運株式会社　仙台港営業所 宮城県仙台市宮城野区田子１丁目８－３２ 022-355-8071

仙台市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 022-388-7680

仙台市 共同輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２－１－５ 022-258-3911

仙台市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　仙台北支店 宮城県仙台市泉区明通３丁目３－１ 022-343-5717

仙台市 ＴＨＳ仙台株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目７－２７ 022-388-7774

仙台市 株式会社加藤興業　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生２丁目４番地の７ 022-352-0845

仙台市 タイホーロジテム株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町５－７ 022-782-5881

仙台市 東洋メビウス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区港２丁目４－１ 022-388-7251

仙台市 カトーレック株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目３番２５号 022-706-4000

仙台市 東北西部運輸株式会社　仙台支店
宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東４丁目１３－５アルファ

ネクストⅡＢ１０３
022-388-1477

仙台市 株式会社ハート引越センター　仙台営業所 宮城県仙台市若林区かすみ町２８番１５ 022-294-8150

仙台市 有限会社キットエクスプレス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野３丁目１－１３ 022-388-7708

仙台市 株式会社大政商事　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目５－１３ 022-232-7557

仙台市 株式会社樋口物流サービス　仙台営業所 宮城県仙台市若林区鶴代町４番５５号 022-745-2850
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仙台市 佐川急便株式会社　東仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－５－２ 0570-01-0709

仙台市 中越運送株式会社　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４ 022-258-6081

仙台市 サンワ重搬株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３丁目３－４ 022-355-7812

仙台市 株式会社ロジコム　仙台支店 宮城県仙台市若林区卸町５丁目６番２号 022-349-5255

仙台市
株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス　仙台

営業所
宮城県仙台市宮城野区宮城野三丁目５７ー１ 022-257-2711

仙台市 北関東ピアノ運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻２丁目３－５３ 022-781-8520

仙台市 株式会社仙台丸水配送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－８－２７ 022-232-8881

仙台市 近物レックス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町３－３－１ 022-232-1151

仙台市 株式会社ナカノサービス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港３丁目２番５号 022-388-9388

仙台市 泉海商運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目７－８ 022-781-7930

仙台市 大衡運送株式会社　仙台東営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目５－７ 022-385-6907

仙台市 秋保運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原３１－３ 022-391-1345

仙台市 株式会社カネヨシ　仙台営業所
宮城県仙台市泉区松森字刺松１番地１　ミヤジョウビル

２０１号
022-343-7242

仙台市 株式会社日之出運輸　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目３－１ 022-782-1911

仙台市 アートバンライン株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－２－５ 022-388-7357

仙台市 伊達貨物運送株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目６－５ 022-352-6390

仙台市 中央運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５－５－１ 022-287-2277

仙台市 日本通運株式会社　仙台引越美術品事業所 宮城県仙台市若林区卸町２丁目１－１１ 022-762-8126

仙台市 日本通運株式会社　仙台コンテナ支店 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－５７－１ 022-291-0239

仙台市 東北宮田物流株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生二丁目２－９ 022-762-9759

仙台市 ヤマト運輸株式会社　新宮城主管支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 080-5044-0152

仙台市 山田運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３丁目３－９ 022-355-5707

仙台市 株式会社丸の内運送　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目６－３０ 022-352-7823

仙台市 日本フレートライナー株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－２－１ 022-299-2316

仙台市 東磐運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－３－４ 022-258-5581

仙台市 丸祐商事株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目２番地２５ 022-778-0112

仙台市 大北運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目２４６－４ 022-387-2947

仙台市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町３－２－１ 022-236-0911

仙台市 株式会社仙台食品運輸　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目１番地の１ 022-388-8388

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台市名坂営業所 宮城県仙台市泉区市名坂字沖１０２－１０ 070-3874-9018

仙台市 ヤマト運輸株式会社　仙台八乙女営業所 宮城県仙台市泉区八乙女４－６－２ 080-5068-1393

仙台市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目３番９ 022-258-6755

仙台市 共進運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－３４ 022-253-7647
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仙台市 株式会社仙台ミトモ　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目４－１２ 022-254-0901

仙台市 株式会社ＬＪＰ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目１５番１３号 022-352-7803

仙台市 株式会社バイタルエクスプレス　仙台中央営業所 宮城県仙台市若林区卸町東１－８－２０ 022-783-8088

仙台市 株式会社バイタルエクスプレス　八乙女営業所 宮城県仙台市泉区八乙女３－３－１ 022-772-6061

仙台市 東北三八五流通株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１－１０ 022-288-8111

仙台市 ヤマトボックスチャ－タ－株式会社　宮城輸送支店 宮城県仙台市泉区根白石福沢後１５－２ 022-348-4138

仙台市 株式会社トッキュウ　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目５番地６ 022-388-6075

仙台市 株式会社東北カーゴ　本社営業所
宮城県仙台市宮城野区中野４丁目２－２４　サンエスビ

ル３Ｆ
022-388-5123

仙台市 株式会社丸山運送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港４丁目１－２ 022-258-0665

仙台市 株式会社東北デイリーサービス　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４－３－１６ 022-390-6380

多賀城市 カメイ物流サービス株式会社　多賀城営業所 宮城県多賀城市栄２丁目１９０－１ 022-361-7715

多賀城市 株式会社若商　本社営業所 宮城県多賀城市町前１丁目９－４７ 022-352-1651

多賀城市 株式会社天佑　仙台営業所 宮城県多賀城市大代５丁目６番３４号 022-352-7500

多賀城市 門馬商事株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄２丁目１４０ 022-361-7126

多賀城市 株式会社ダイカツ　仙台営業所 宮城県多賀城市明月２丁目１０５番地３ 022-362-6711

多賀城市 宮城光和運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２－８０ 022-365-8224

大崎市 大衡運送株式会社　大崎営業所 宮城県大崎市古川休塚字南田５９番１、６０番１ 0229-87-5391

大崎市 株式会社デイライン　みちのく物流センター 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前６０－２ 0229-72-2115

大崎市 古川貨物株式会社　本社営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜１５－１ 0229-25-8203

大崎市 株式会社アストモスガスセンター東北　大崎営業所 宮城県大崎市古川若葉町２丁目４４番地１ 022-991-0501

大崎市 株式会社グランツ　本社営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新小道４１，４２－１ 0229-28-2031

大崎市 株式会社此川運輸　宮城営業所
宮城県大崎市三本木南谷地字要害３７５－１，３７４－

１，３５３－３
0229-52-6033

大崎市 ヤマト運輸株式会社　古川小野営業所 宮城県大崎市古川小野字新羽黒３０５ 080-6696-2357

大崎市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１７９－１ 0229-23-0047

大崎市 ロジトライ東北株式会社　古川事業所 宮城県大崎市古川沢田字立海道６８－９ 0229-28-3017

大崎市 陸東運輸株式会社　本社営業所 宮城県大崎市三本木高柳字横江１２－１ 0229-52-2922

大崎市 株式会社バイタルエクスプレス　古川営業所 宮城県大崎市古川休塚字新西田２２番地 0229-27-3441

登米市 株式会社中田物流　本社営業所 宮城県登米市中田町上沼字大柳１１４番２ 0220-34-3485

登米市 株式会社明仙運輸　迫営業所 宮城県登米市南方町銭金壇７－８ 0220-58-4726

東松島市 株式会社臼井運送　本社営業所 宮城県東松島市赤井字南三２４２－１ 0225-98-6422

東松島市 トミー・トランスポーター株式会社　東松島営業所 宮城県東松島市高松字西風７１番地 0225-87-3950

東松島市 株式会社コイシカワ　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字新川前２８－４ 0225-98-4093

東松島市 奥洲物産運輸株式会社　本社営業所 宮城県東松島市小松字明神下３０－１ 0225-82-5211
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東松島市 株式会社渥美商事運輸　本社営業所 宮城県東松島市赤井字川前四２２０－１，２２１－１ 0225-82-5335

白石市 株式会社タドコロ物流　仙南営業所 宮城県白石市福岡蔵本字堂形９番地２ 0224-26-6811

白石市 株式会社エムエス物流　本社営業所 宮城県白石市福岡深谷字三本松４１番１ 0224-29-3696

富谷市 日軽物流株式会社　仙台営業所 宮城県富谷市成田９－８－３ 022-348-3705

富谷市 南東北福山通運株式会社　仙台泉営業所 宮城県富谷市成田九丁目１番１２号 022-351-7292

名取市 マクサム通運株式会社　仙台営業所 宮城県名取市愛島台１丁目１０１－６１ 022-724-7561

名取市 大森運送株式会社　東北営業所 宮城県名取市植松錦田１２４－１ 022-398-8833

名取市 有限会社カネシゲ建機　本社営業所 宮城県名取市本郷字大門７４番 022-382-8044

名取市 有限会社名取貨物運送　本社営業所 宮城県名取市小塚原字西中塚３１８ 022-385-3660

名取市 株式会社ムロオ　仙台支店 宮城県名取市愛島台１丁目１－１ 022-281-9110

名取市 株式会社サカイ引越センター　東北支社 宮城県名取市上余田字千刈田９００－４ 022-384-8411

名取市 株式会社バイタルエクスプレス　本社営業所 宮城県名取市下余田字鹿島１０ 022-384-1539

名取市 第一貨物株式会社　仙台南支店 宮城県名取市飯野坂２－４ 022-384-3111

遠田郡 株式会社篠崎運送倉庫　東北営業所 宮城県遠田郡美里町関根字亀田３２番地１ 0229-25-3161

遠田郡 ベア・ロジコ株式会社　宮城営業所 宮城県遠田郡涌谷町字一本柳２１０－１ 0229-87-4119

遠田郡 有限会社睦建設運輸　仙北営業所 宮城県遠田郡美里町関根字谷地浦６１ 0229-34-3701

加美郡 有限会社県酪運送　本社営業所 宮城県加美郡色麻町大字永嶋南１－１ 0229-65-2561

加美郡 ヤマト運輸株式会社　宮城加美営業所 宮城県加美郡加美町城生字金成６４－１ 080-5068-0188

刈田郡 東北三八五流通株式会社　仙台南営業所 宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎山崎６－１ 0224-22-7384

宮城郡 有限会社岩井運送　本社営業所 宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜字謡３７－７ 022-797-2788

宮城郡 東北鉄道運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町飯土井字新下砂押７４－１ 022-356-6682

宮城郡 日成運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町利府字新舘１３番地 022-355-2661

宮城郡 ヤマト運輸株式会社　宮城松島営業所 宮城県宮城郡松島町根廻字人筈２７－１ 080-5044-2855

宮城郡 第一貨物株式会社　しらかし営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目７－２ 022-352-3123

宮城郡 東日本流通運輸株式会社　本社営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１２ 022-356-5325

黒川郡 三八五ロジステックス株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平２丁目１０ 022-347-0377

黒川郡 岡島物流株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平一丁目１－９ 022-345-6737

黒川郡
アイエイチロジスティクスサービス株式会社　仙台北部

個配営業所
宮城県黒川郡富谷町成田９丁目７番地４ 022-348-3095

黒川郡 株式会社ジャパンカーゴ　仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村松の平２－５ 022-347-2251

黒川郡 ウイング株式会社　東北営業所 宮城県黒川郡大郷町中村字谷地際山５番地６１ 022-341-4044

黒川郡 大興運輸株式会社　東北物流センター 宮城県黒川郡大和町まいの二丁目５－１ 022-347-2731

黒川郡 朝日ケ丘運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町流通平４－３ 022-345-2503

黒川郡 株式会社関商ネットワーク　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平３－３－３ 022-343-0428

黒川郡 株式会社マルノウチ　東北営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２番地 022-346-0590
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黒川郡 株式会社ビー・アイ運送　東北総合物流センター 宮城県黒川郡大和町流通平５－２ 022-347-2531

黒川郡 株式会社明送　東北営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平２－１０ 022-347-0765

黒川郡 諸星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町吉岡字上柴崎１５ 022-345-5890

黒川郡 愛知陸運株式会社　宮城大和物流センター 宮城県黒川郡大和町落合松坂字滝ノ沢５１－３ 022-342-8121

黒川郡 東北三八五流通株式会社　仙台北営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字座府７５－５ 022-345-0033

黒川郡 株式会社首都圏物流　東北支店 宮城県黒川郡大衡村大瓜字下南沢１６９－５ 022-344-2323

柴田郡 有限会社猪股運送　本社営業所 宮城県柴田郡大河原町字山崎町２１－１ 0224-51-4483

柴田郡 カメイ物流サービス株式会社　仙南営業所 宮城県柴田郡大河原町字東原町１３－１ 0224-53-2407

登米郡 有限会社米山運送　本社営業所 宮城県登米郡米山町西野字三番江３５－９ 0220-55-2602

登米郡 株式会社東北エムライン　本社営業所 宮城県登米郡迫町北方字川戸沼３３ 0220-22-0352

本吉郡 ヤマト運輸株式会社　宮城志津川営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下５９－１ 080-5068-0106

本吉郡 東北陸運株式会社　志津川営業所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０－３４ 0226-46-5868

亘理郡 株式会社七栄　宮城営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡４１－１ 0223-36-7813

亘理郡 ロジトライ東北株式会社　仙南事業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字神明４７－４ 0223-33-1355

亘理郡 岡田陸運株式会社　仙台支店　亘理営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原６０－１ 0223-34-9237
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