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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）

いわき市 株式会社福島北桑運輸　いわき営業所 福島県いわき市南台三丁目１－２０ 0246-88-9175

いわき市 株式会社物流サービス東北　本社 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６２ 0246-56-5159

いわき市 東北クリーン運輸株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１５７ 0246-56-1630

いわき市 株式会社ライズジャパン　小名浜営業所 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－１１ 0246-84-6814

いわき市 株式会社ユアサロジテック　いわき 福島県いわき市好間工業団地２４－９ 0246-36-1700

いわき市 日新運輸株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市小名浜島字西屋５８ 0246-58-5755

いわき市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　いわき支店 福島県いわき市平下神谷字御城６６番１ 0246-34-8036

いわき市 株式会社ジャス　いわき 福島県いわき市鹿島町走熊西反町２１－１ 0246-28-5171

いわき市 株式会社クニヨシ　いわき営業所 福島県いわき市小名浜住吉字袋６番地１ 0246-68-7728

いわき市
株式会社日立物流東日本　日立輸送営業所　いわき出張

所
福島県いわき市泉町黒須野字江越５１ 0246-85-5163

いわき市 若林運送株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字八合７８－１ 0246-75-1000

いわき市 喜美運送株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６３（利兼） 0246-96-6371

いわき市 岡田陸運株式会社　本社営業所 福島県いわき市小川町西小川字上居合１５３ 0246-83-0110

いわき市 株式会社パルシステム・イースト　いわき営業所 福島県いわき市常磐西郷町落合２７６、２７７－２ 0246-68-7503

いわき市 郡山運送株式会社　いわき営業所 福島県いわき市好間町北好間字北町田１１ 0246-36-4694

いわき市 有限会社大泉運輸　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字境ノ町３４－１ 0246-56-2340

いわき市 株式会社アストモスガスセンター東北　いわき営業所 福島県いわき市中央台飯野四丁目２番地の４ 0246-38-3840

いわき市 クリナップロジスティクス株式会社　いわき支店 福島県いわき市四倉町細谷字大江下６７－１，６８－１ 0246-34-5410

いわき市 株式会社エフライン　本社営業所
福島県いわき市常磐関船町大平２番１０、常磐下船尾町

宮下２４番１３
0246-88-6427

いわき市 東北王子運送株式会社　いわき営業所 福島県いわき市小名浜住吉字袋４０ 0246-58-8282

いわき市 いわきカーゴ株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６５ 0246-96-6330

いわき市 株式会社アルプス物流　小名浜営業所 福島県いわき市小名浜住吉不毛４－７ 0246-58-8151

いわき市 東北三八五流通株式会社　いわき営業所 福島県いわき市小名浜字芳浜１１－４７ 090-7796-2658

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき四倉営業所
福島県いわき市四倉町字東３丁目１３６－７，１３６－

８，１３６－９
080-6699-7665

いわき市 カメイ物流サービス株式会社　いわき営業所 福島県いわき市常磐岩ヶ岡町沢目６６番４、６６番５ 0246-44-4811

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき植田営業所 福島県いわき市佐糠町東２－２０－７ 080-6699-7866

伊達市 株式会社ＦＹ流通　本社営業所 福島県伊達市梁川町字小梁川１８番地１ 024-563-1193

伊達市 東北三八五流通株式会社　福島営業所 福島県伊達市伏黒字西本場１６５番 024-582-2821

伊達市 福島陸運株式会社　本社 福島県伊達市保原町字京門５５－１ 024-576-7711

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福島県）
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伊達市 マクサム通運株式会社　本社営業所 福島県伊達市保原町字東野崎６０－１ 024-575-2283

伊達市 伊達貨物運送株式会社　本社営業所 福島県伊達市箱崎字沖前７２－３，７３－３ 024-583-4151

伊達市 フレッシュテック有限会社　本社営業所 福島県伊達市坂ノ上３５番地１ 024-563-4575

会津若松市 株式会社ムラセエコライン　東北営業所 福島県会津若松市河東町八田字東天屋２０番１ 0242-75-5116

会津若松市 株式会社円谷運送店　若松営業所 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字石尻４６ 080-4113-4886

会津若松市 会津本郷貨物運送株式会社　会津アピオ 福島県会津若松市インター西１９ 0242-24-9000

喜多方市 株式会社スカイ運輸　喜多方営業所 福島県喜多方市関柴町上高額字上中１１９２－１ 0241-22-7701

郡山市 株式会社円谷運送店　本社 福島県郡山市喜久田町卸２－２８ 024-872-0437

郡山市 吉田運輸有限会社　郡山 福島県郡山市富久山町久保田字宮田５１－３ 024-983-7286

郡山市 株式会社クニヨシ　郡山営業所 福島県郡山市安積町成田字西田８７番２ 024-947-4326

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山富田営業所 福島県郡山市冨田町字諏訪前２９－５ 080-5416-3758

郡山市 拓進運輸株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町堀之内字千杯田１６－１０ 024-959-4438

郡山市 株式会社若商　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町菖蒲池２５－１ 024-953-6152

郡山市 郡山運送株式会社　郡山支店 福島県郡山市喜久田町卸三丁目１番 024-963-1231

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山主管支店 福島県郡山市日和田町高倉字古川４－８ 024-958-5088

郡山市 株式会社アイビーエスサービス　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２７－１ 024-959-5460

郡山市 株式会社福島輸送　本社 福島県郡山市田村町上行合字北川田２６－３ 024-944-9939

郡山市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸２丁目３２－１ 024-959-5330

郡山市 有限会社髙坂運輸　本社営業所 福島県郡山市逢瀬町多田野字上山田原１－１１９ 024-957-3593

郡山市 郡山宅配運輸有限会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字上追池１ 024-963-2251

郡山市 新潟運輸株式会社　郡山支店 福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１ 024-959-3366

郡山市 株式会社伊藤運輸　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３４２ 024-959-3416

郡山市 福山エクスプレス株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池１９－１ 024-959-2645

郡山市 株式会社パルシステム・イースト　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字上尾池５１－６ 024-983-8501

郡山市 東北三八五流通株式会社　郡山営業所 福島県郡山市日和田町高倉字古川４－１６ 024-958-4055

郡山市 清興運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市田村町上行合字北川田１５－２ 024-956-9291

郡山市 株式会社アストモスガスセンター東北　郡山営業所 福島県郡山市安積町日出山四丁目５０ 024-953-7027

郡山市 郡山物流有限会社　安積営業所 福島県郡山市安積２丁目１１０－１ 070-2433-4271

郡山市 東北鉄道運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市菱田町２７２ 024-944-4008

郡山市 日軽物流株式会社　福島営業所 福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地３８４－１ 024-972-2221

郡山市 日本通運株式会社　郡山給食センター 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前２０８－１ 024-941-0360

郡山市 野口運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１５－１ 024-954-5920

郡山市 熱海運送株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸三丁目８番地 024-959-5570

郡山市 日本フレートライナー株式会社　郡山営業所 福島県郡山市安積町大字荒井字猫田１－２ 024-943-2113

郡山市 郡山運送株式会社　給食センター 福島県郡山市片平町字的場３６ 024-961-1651
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郡山市 日本通運株式会社　重機建設課 福島県郡山市喜久田町卸二丁目１２番地 024-963-1121

郡山市 株式会社東北デイリーサービス　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸一丁目１２３番地１ 024-959-5542

郡山市 ＡＬＳＯＫ福島株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字松ケ作１６－９８ 024-959-1825

郡山市 福島東邦運輸倉庫株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸三丁目１８番地 024-959-6648

郡山市 日通郡山運輸株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸二丁目１３番地 024-959-6589

郡山市 ヤマトボックスチャーター株式会社　福島支店 福島県郡山市喜久田町卸三丁目１７番 024-963-1441

郡山市 福星運輸株式会社　本社営業所 福島県郡山市中野二丁目２８番地 024-951-1678

須賀川市 川合運輸株式会社　西営業所 福島県須賀川市木之崎字一本木４５－１８ 0248-68-2800

須賀川市 株式会社ナカノサービス　須賀川営業所 福島県須賀川市森宿字道久１９－１１ 0248-94-2168

須賀川市 株式会社クニヨシ　本社営業所 福島県須賀川市横山町９８番地５ 0248-94-2251

須賀川市 福島第一物流株式会社　郡山営業所 福島県須賀川市大字森宿字辰根沢１８８番２ 0248-72-3677

須賀川市 レンゴーロジスティクス株式会社　福島営業所 福島県須賀川市大字滑川字中津沢７７－１，７８－１ 0248-72-3350

須賀川市 東日本倉庫株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市森宿字安積田１３０番１ 0248-72-5627

相馬市 丸ヵ運送株式会社　相馬 福島県相馬市椎木字北原３７５－７ 0244-36-0201

南相馬市 株式会社アストモスガスセンター東北　原町営業所
福島県南相馬市原町区金沢字物見山１２４－６、１３０

－６
0244-23-6090

南相馬市 青葉運輸有限会社　本社営業所 福島県南相馬市原町区牛来字出口１４３－２ 0244-22-7893

南相馬市 有限会社原眞運輸　本社営業所 福島県南相馬市鹿島区小池字原畑５７ 0244-46-3322

二本松市 丸全電産ロジステック株式会社　福島営業所 福島県二本松市北トロミ６３３ 0243-22-8900

二本松市 福島倉庫株式会社　本社営業所 福島県二本松市米沢字下川原田１２５－１ 0243-54-2239

白河市 小田川運輸有限会社　本社 福島県白河市大字小田川字柳町３７ 0248-22-3651

白河市 マクサム通運株式会社　白河営業所 福島県白河市薄葉４番２９ 0248-22-2720

白河市 株式会社アストモスガスセンター東北　白河営業所 福島県白河市古高山１－１５ 0248-24-7405

白河市 株式会社片桐運輸　本社営業所 福島県白河市小田川石山３－６ 0248-21-1750

白河市 ヤマト運輸株式会社　白河結城営業所 福島県白河市字結城７７ 080-5068-0134

白河市 株式会社ボルテックスセイグン　白河営業所 福島県白河市白坂字勝多石１０番地２８、１０番地２７ 0248-28-2604

福島市 株式会社ジャス　福島支店 福島県福島市成川字上谷地６３－７ 024-545-8281

福島市 株式会社円谷運送店　福島 福島県福島市鎌田字卸町２４番１号 080-4113-4886

福島市 有限会社櫻井運送　本社営業所 福島県福島市飯坂町湯野字暮坪２４ 024-542-4664

福島市 東北クリーン運輸株式会社　福島 福島県福島市瀬上町字中新田３－１４ 024-553-8735

福島市 有限会社美藤流通システム　福島 福島県福島市御山字前田５番２、５番６ 024-552-1575

福島市 福島陸運株式会社　松川 福島県福島市松川町平舘１８－７ 024-567-7711

福島市 株式会社ハヤカワ　福島営業所 福島県福島市北矢野目字竹ノ花１－２ 024-572-5001

福島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福島支店 福島県福島市南矢野目字下菅原１５－４ 024-558-2991

福島市 八島運送株式会社　福島営業所 福島県福島市瀬上町字中新田３番１５ 024-552-6155
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福島市 アートコーポレーション株式会社　福島支店 福島県福島市黒岩字榎平４９―２ 024-544-0123

福島市
みちのく陸運株式会社　福島トラックステーション営業

所
福島県福島市北矢野目字窪田３５－６ 024-557-5145

福島市 遠藤運輸株式会社　本社営業所 福島県福島市北矢野目字窪田３５番地６ 024-557-9381

福島市 日本郵便株式会社　福島東郵便局 福島県福島市鎌田下田４－２ 024-553-8274

福島市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　福島営業所 福島県福島市瀬上町字中新田３番１４ 024-552-6381

福島市 株式会社アストモスガスセンター東北　福島営業所 福島県福島市瀬上町字中新田３番１ 024-552-6088

福島市 株式会社イーストブレーン　本社営業所 福島県福島市御山字一本松１番地の６ 024-555-6508

福島市 カメイ物流サービス株式会社　福島営業所 福島県福島市飯坂町平野字狢８ 024-552-1541

福島市 ＡＬＳＯＫ福島株式会社　福島営業所 福島県福島市松浪町６－１８ 024-531-3189

福島市 ヤマト運輸株式会社　福島松川営業所
福島県福島市松川町字西長壇１３－３，８－２，１３－

２，１４－１、木曽内裡１２－１．１２－５
080-6698-2532

福島市 ヤマト運輸株式会社　福島鎌田営業所
福島県福島市鎌田字下田３－１　５－４　２－３　２－

４　２５
080-5421-1284

福島市 ヤマト運輸株式会社　福島八島営業所 福島県福島市八島町３７－１　３８－１　３８－２ 080-6695-1234

本宮市 株式会社仙台ピアノサービス　福島 福島県本宮市荒井字青田原２０９－１５ 0243-24-1147

本宮市 浪速運送株式会社　福島営業所 福島県本宮市本宮字南ノ内６５－１ 0243-34-1081

本宮市 司企業株式会社　福島郡山営業所 福島県本宮市荒井字諸子沢１２１－４ 0243-24-8121

本宮市 東北センコー運輸株式会社　福島営業所 福島県本宮市本宮字中野１４－２ 0243-63-0355

本宮市 東北西部運輸株式会社　本社営業所 福島県本宮市荒井字恵向１２１番地５６ 0243-63-5855

本宮市 佐川急便株式会社　郡山営業所 福島県本宮市荒井字久保田１１１－１ 0570-01-0670

本宮市 株式会社ナカノサービス　福島営業所 福島県本宮市糠沢字羽黒２７１－２ 0243-44-4091

本宮市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　郡山営業所 福島県本宮市仁井田字一里壇２４番地 0243-24-7460

本宮市 株式会社スカイ運輸　本宮営業所 福島県本宮市荒井字孤塚５４－２ 0243-36-2533

本宮市 野口運輸株式会社　本宮営業所 福島県本宮市本宮字名郷１２番地５ 0243-34-6363

本宮市 迫トラック株式会社　郡山営業所 福島県本宮市関下字下関下１－３ 0243-68-3977

本宮市 カメイ物流サービス株式会社　郡山営業所 福島県本宮市糠沢字水上２１－１ 0243-44-4962

本宮市 鮫川運送株式会社　福島営業所 福島県本宮市仁井田字一里壇１０４－１ 0243-24-8581

本宮市 株式会社新開トランスポートシステムズ　福島営業所 福島県本宮市仁井田字桝形３０－５ 0243-34-5575

安達郡 有限会社丸井運送　本社 福島県安達郡大玉村大山字仲江１４２－４ 0243-48-2513

安達郡 株式会社サンロジスティックス　郡山営業所 福島県安達郡大玉村大山字仲江３２０ 0243-68-2058

安達郡 ヤマト運輸株式会社　二本松営業所 福島県安達郡大玉村大山字向原７９番地１ 080-5068-1411

伊達郡 川俣貨物株式会社　本社営業所 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字伊豆後１２－１０ 024-573-1253

伊達郡 ヤマト運輸株式会社　川俣営業所 福島県伊達郡川俣町飯坂字八幡８－１，８－５，８－７ 080-6698-2532
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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）

河沼郡 川合運輸株式会社　会津営業所
福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字村西３３番地５、３

３番地１、３３番地４
0242-93-6068

岩瀬郡 金彰運送有限会社　福島営業所 福島県岩瀬郡鏡石町新町１５４ 0248-62-1105

岩瀬郡 福島空港運輸株式会社　本社営業所 福島県岩瀬郡鏡石町蒲之沢町４０２ 0248-75-1424

西白河郡 有限会社白河東西運輸　本社 福島県西白河郡泉崎村太田川原山１番地１８ 0248-21-7148

西白河郡 白河通運株式会社　本社 福島県西白河郡泉崎村大字太田川字上礼堂７８ 0248-53-3721

西白河郡 川俣貨物株式会社　白河営業所 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入４番 0288-21-6720

西白河郡 ＪＸ金属髙商株式会社　白河工場 福島県西白河郡矢吹町上敷面２１５－４ 0248-43-2731

西白河郡 株式会社ヤナイ　本社 福島県西白河郡矢吹町滝八幡１７３番、１７３番２ 0248-41-1511

西白河郡 株式会社関宿急便　福島営業所 福島県西白河郡矢吹町大久保２９番地１ 0248-21-7789

西白河郡 菱東運輸倉庫株式会社　新白河事業所 福島県西白河郡西郷村大字米字椙山９－４１ 0248-25-5004

西白河郡 川合運輸株式会社　矢吹営業所 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５番９ 0248-21-7035

西白河郡 鮫川運送株式会社　本社営業所 福島県西白河郡矢吹町赤沢５００ 0248-44-2171

西白河郡 ヤマト運輸株式会社　矢吹営業所 福島県西白河郡矢吹町八幡町７９３－４ 080-5421-1281

西白河郡 大竹運送株式会社　本社営業所 福島県西白河郡矢吹町赤沢８５０ 0248-44-2258

石川郡 ヤマト運輸株式会社　石川営業所 福島県石川郡石川町字猫啼１０８－１９・１０８－６ 080-5451-3506

双葉郡 有限会社東部運送　本社 福島県双葉郡浪江町大字加倉字柴田３５２－３ 0240-23-5536

双葉郡 八島運送株式会社　本社営業所 福島県双葉郡浪江町大字高瀬字穴田３－１ 0240-34-5506

双葉郡 ヤマト運輸株式会社　広野営業所 福島県双葉郡広野町大字上北迫字岩沢２９－３８ 080-6699-7665

相馬郡 有限会社ビートル　本社営業所 福島県相馬郡新地町谷地小屋南狼沢４－６７ 0244-62-5444

相馬郡 新地発電産業株式会社　本社営業所 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神１－１ 0244-62-5051

大沼郡 有限会社湯島運輸　会津北営業所 福島県大沼郡会津美里町宮里９－３ 0242-55-1755

田村郡 株式会社アイエスシー　本社営業所 福島県田村郡三春町字化粧坂８９番地の１ 0247-62-2710

田村郡 ヤマト運輸株式会社　小野営業所
福島県田村郡小野町大字小野新町字八反田５２－２・５

１－1
080-5068-1403

東白川郡 鈴木運送株式会社　本社営業所 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６４－１ 0247-46-3115

南会津郡 有限会社湯島運輸　本社営業所 福島県南会津郡南会津町田島字田部原３１－１ 0241-62-3666

耶麻郡 有限会社水野運送店　会津営業所 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼頭１４０８－３ 0242-73-2388

5／5　ページ　


