貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
伊東市
伊豆市
掛川市
掛川市
掛川市
掛川市
掛川市
掛川市
掛川市
菊川市
菊川市
菊川市
湖西市
湖西市
湖西市
御前崎市
御前崎市
御前崎市
御前崎市
御殿場市

事業所名
伊豆西濃運輸株式会社 伊東営業所
ヤマト運輸株式会社 伊豆営業所
徳三運輸倉庫株式会社 掛川営業所
中央運輸株式会社 掛川営業所
株式会社スギヤマ 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 掛川支社
中部急送株式会社 静岡営業所
株式会社トランス・グリップ 掛川営業所
株式会社ハマキョウレックス 掛川センター
十和運送株式会社 静岡支店
東海造船運輸株式会社 菊川営業所
株式会社イトー急行 静岡営業所
豊能運送株式会社 静岡営業所
株式会社サンワネッツ 湖西営業所
三栄運輸株式会社 湖西物流センター
株式会社エポック 本社営業所
浜岡運輸株式会社 本社営業所
株式会社上組 浜岡支店 浜岡事業所
静岡光陽陸運株式会社 御前崎営業所
株式会社ちゅうえき 静岡営業所

御殿場市

株式会社あざみ配送センター

御殿場市
御殿場市
御殿場市
御殿場市
御殿場市
三島市
三島市
三島市
沼津市
沼津市

株式会社原田運送 御殿場営業所
有限会社御殿場特車 本社営業所
株式会社エクシング 御殿場営業所
ユニプレス物流株式会社 御殿場支店
株式会社宮岡 静岡営業所
ケーエム運輸有限会社 本社営業所
株式会社日東フルライン 三島営業所
東海造船運輸株式会社 三島営業所
有限会社ミヤコロジ 沼津営業所
株式会社サントス 沼津営業所

本社営業所

安全性優良事業所

（静岡県）

住所
静岡県伊東市荻６６１－５
静岡県伊豆市熊坂字六地蔵４９９－１，５００－１
静岡県掛川市浜川新田１８８０番１
静岡県掛川市杉谷南２丁目１３番地１号
静岡県掛川市中央３丁目１３０－１
静岡県掛川市下垂木２３１６－１
静岡県掛川市薗ヶ谷６－３
静岡県掛川市上土方工業団地２９－３１
静岡県掛川市上土方工業団地２９－３３
静岡県菊川市加茂１４７１－１
静岡県菊川市中内田６５３４番地の１
静岡県菊川市川上１５５１
静岡県湖西市白須賀字宿北３９８５－２７１６
静岡県湖西市吉美字笠子３３９６
静岡県湖西市岡崎字小俣２７０番１
静岡県御前崎市塩原新田１２６９
静岡県御前崎市池新田４７０６
静岡県御前崎市佐倉字浅根４４２６－６６
静岡県御前崎市池新田４４５５
静岡県御殿場市神山字南畑９４６
静岡県御殿場市東田中１丁目１７－２１ハイム内原１０
１
静岡県御殿場市川島田字中原１０３８－１０
静岡県御殿場市保土沢字下村５９６－５
静岡県御殿場市板妻字高塚５８４－２
静岡県御殿場市保土沢字夏刈１１５７－３７４
静岡県御殿場市神場字上ノ原７０２－４
静岡県三島市長伏７６番１
静岡県三島市梅名３０８－５
静岡県三島市長伏５３－３
静岡県沼津市井出８７番地の１
静岡県沼津市大岡字六反田２２１９－２、３
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電話番号
0557-32-1200
080-5043-4120
0537-71-0804
0537-61-2117
0537-24-1722
0537-23-6170
0537-22-0331
0537-74-0655
0537-74-0030
0537-37-3737
0537-37-2051
0537-73-7111
053-488-4623
053-579-2501
053-577-0022
0537-85-5320
0537-86-2374
0537-86-7430
0537-86-2519
0550-88-8851
090-8550-8011
0550-70-7605
0550-89-0704
0550-89-3500
0550-89-5701
0550-88-2557
055-939-7125
06-6529-0211
055-982-5090
055-955-8690
055-924-5555

R3.12.17
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
沼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市
焼津市

事業所名
ダイセーエブリー二十四株式会社 駿河センター
有限会社三徳 本社営業所
柳田運輸株式会社 沼津営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 沼津支店
株式会社エフ・ライン 沼津営業所
ヤマト運輸株式会社 沼津下香貫営業所
株式会社大村総業 沼津
ＳＢＳゼンツウ株式会社 沼津営業所
有限会社渡辺運輸 沼津営業所
西浦貨物運送株式会社 本社営業所
前田運輸株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 富士支店
株式会社ＮＢＳロジソル 静岡営業所
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 物流センター沼

住所
静岡県沼津市大諏訪６３２－１
静岡県沼津市市道町１２番３１号
静岡県沼津市西沢田字八反田５
静岡県沼津市小諏訪９３８－１
静岡県沼津市西島町１２－１６
静岡県沼津市下香貫汐入２２１０－３
静岡県沼津市双葉町３３８－１５
静岡県沼津市大岡７１－１
静岡県沼津市一本松字川マタギ６６６－１
静岡県沼津市内浦重寺字島合２０５－２３
静岡県沼津市松長字内林３７番地
静岡県沼津市桃里７５－１、７６－１、２００－４
静岡県沼津市東椎路６５０－６
静岡県沼津市双葉町３３８番地１１（住居表示：沼津市

津第一
大勢運輸株式会社 本社営業所
株式会社ウォーカーズ 本社営業所
有限会社ハッスイトランスポート 本社営業所
ゼンセイ株式会社 本社営業所
株式会社丸橋運送 本社営業所
幸和運輸株式会社 本社営業所
株式会社八潮産業 本社営業所
太平洋陸送株式会社 大井川営業所
日発運送株式会社 本社営業所
佐藤産業有限会社 静岡営業所
三和運輸機工株式会社 静岡営業所
株式会社アクト 本社営業所
吉川運輸株式会社 静岡
有限会社一筋運輸 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット焼津 本社営業所
やよい産業株式会社 本社営業所
大一運送株式会社 焼津支店
株式会社ロジネットジャパン西日本 静岡営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 静岡営業所
株式会社村上エキスプレス 本社営業所

双葉町９番１１－９）
静岡県沼津市原字鳥沢６７２－１
静岡県沼津市岡宮字西上荒狗１３８０－１
静岡県焼津市利右衛門字天王１０８８番地の１
静岡県焼津市石脇下字前島１０番地１
静岡県焼津市田尻字和田２２３５－９
静岡県焼津市飯淵字中区１３６３－１
静岡県焼津市利右衛門字天王１０３３－１
静岡県焼津市飯渕字港区２００７
静岡県焼津市下江留４３７－１４
静岡県焼津市田尻字和田２１５４－２２
静岡県焼津市八楠１丁目２番４号
静岡県焼津市藤守字向川原２２９２－１１
静岡県焼津市高新田字町一４９０－４
静岡県焼津市利右衛門１０４９の４
静岡県焼津市越後島字越後島３０５番地の４
静岡県焼津市飯渕字港区２０２９－１、２０２９－２
静岡県焼津市越後島字越後島４４３番地
静岡県焼津市越後島４４３
静岡県焼津市飯渕１２８３－１
静岡県焼津市小柳津１０９
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電話番号
055-929-0666
055-963-6430
055-929-6755
055-941-6081
055-932-7198
080-5451-8835
055-921-4939
055-941-7990
055-966-7186
055-943-2021
055-966-8111
055-969-3811
055-925-1790
055-929-6422
055-966-4111
055-929-0050
054-664-1300
054-639-7706
054-623-2203
054-664-2010
054-627-2525
054-622-5068
054-622-0839
058-398-7300
054-627-0512
054-622-8500
054-662-1777
054-622-5576
054-628-3111
054-622-8841
054-629-3580
054-620-3257
054-622-7651
054-621-5072

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
焼津市
焼津市
焼津市
裾野市
裾野市
裾野市
静岡市
静岡市

事業所名
株式会社小林鋼運 本社営業所
中央運送株式会社 焼津営業所
Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 静岡物流センター
ヤマト運輸株式会社 裾野伊豆島田営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 裾野営業所
トーエイ物流株式会社 富士営業所
株式会社ＹＣＬ 静岡営業所
神明運輸有限会社 本社営業所

静岡市

清水キャリアサービス有限会社

本社

静岡市
静岡市
静岡市

株式会社博伸 静岡営業所
東海乳菓運輸株式会社 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 静岡成形集配センター

静岡市

藁科運輸有限会社

静岡市
静岡市
静岡市

株式会社ノーベル 本社営業所
静和商事株式会社 本社営業所
ベルエクスプレス株式会社 本社営業所

静岡市

清水運送株式会社

静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市

ヤマトホームコンビニエンス株式会社 静岡支店
シグマロジスティクス株式会社 静岡営業所
中央ロジテック株式会社 本社
東海弘通株式会社 本社営業所
中央急送株式会社 本社営業所
中部陸運株式会社 本社営業所
有限会社静岡急便 本社営業所
東海造船運輸株式会社 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 清水江尻営業所
福山エクスプレス株式会社 静岡営業所
清水倉庫株式会社 本社営業所
カリツー株式会社 静岡出張所
トールエクスプレスジャパン株式会社 静岡支店
不二運輸株式会社 静岡営業所
豊橋港陸運株式会社 静岡営業所

本社営業所

本社営業所

住所
静岡県焼津市高崎字宝録ヶ谷８９
静岡県焼津市中港３丁目２－２５
静岡県焼津市相川２１５３，２１５４
静岡県裾野市伊豆島田字中通５１２－８
静岡県裾野市下和田字十三郎６５３－１
静岡県裾野市平松８８ー１
静岡県静岡市駿河区登呂６丁目２番２９号
静岡県静岡市駿河区弥生町５番５２号
静岡県静岡市清水区袖師町字西浜１６１９、１６０２－
３、１６７６－２、１６７６－３、１６７７
静岡県静岡市駿河区中島１６９２－３
静岡県静岡市葵区流通センター１４－１，１４－６
静岡県静岡市駿河区国吉田２丁目１番２０号
静岡県静岡市葵区千代２－１９－３５（千代字下の谷１
１８－１）
静岡県静岡市駿河区中島１３１１番１
静岡県静岡市葵区瀬名５丁目１５－１７
静岡県静岡市清水区西久保３０１番地の１
静岡県静岡市清水区袖師町字西浜１６１９（代表），１
６０２－３，１６７６－２，１６７６－３，１６７７
静岡県静岡市葵区千代田５－１３－１５
静岡県静岡市清水区長崎８６
静岡県静岡市清水区三保３８７番地７
静岡県静岡市清水区高橋６－７０９－１
静岡県静岡市駿河区曲金７丁目２－２４
静岡県静岡市清水区堀込字立町１－２
静岡県静岡市駿河区高松二丁目１４番２号
静岡県静岡市葵区流通センター１０番地８
静岡県静岡市清水区江尻台町２３－２９
静岡県静岡市駿河区中島字外面割８５
静岡県静岡市清水区清開２ー２ー２５
静岡県静岡市駿河区高松３０３８－１
静岡県静岡市清水区長崎１３７番地
静岡県静岡市駿河区敷地二丁目４番２１号
静岡県静岡市清水区西大曲町２－３５
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電話番号
054-629-9000
054-627-5951
054-662-0070
080-5043-4182
055-997-1456
055-992-0411
054-269-6636
054-294-8711
054-364-3313
054-270-9660
054-204-7722
054-207-7272
054-278-0520
054-269-4148
054-264-0530
054-368-5972
054-364-2555
054-248-6019
080-5386-1151
054-337-2025
054-366-1623
054-283-3625
054-347-4111
054-236-0561
054-263-1190
080-6699-6030
054-288-8068
054-335-2122
054-237-5470
054-348-6311
054-236-5580
054-363-6005

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市

事業所名
株式会社静清フレイト 本社営業所
日本通運株式会社 静岡中央物流事業所
日軽物流株式会社 清水営業所
ピアノ運送株式会社 静岡営業所

住所
静岡県静岡市駿河区下川原１－６－１
静岡県静岡市葵区古庄２丁目２０－３８
静岡県静岡市清水区三保字貝島４０００－１
静岡県静岡市清水区七ツ新屋字奥屋敷４４６－２
静岡県静岡市清水区長崎字天王１１６１－４、天王東１

静岡市

福山通運株式会社

静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
袋井市
袋井市

中央運輸株式会社 清水営業所
共立運送株式会社 本社営業所
長栄運送株式会社 本社営業所
株式会社トレードトラスト 静岡共配支店
トランコムＥＸ東日本株式会社 静岡清水事業所
綜合警備保障株式会社 静岡支社
株式会社セントラルガスセンター 遠州営業所
株式会社アルプス物流 静岡営業所

袋井市

遠州トラック株式会社

袋井市
袋井市
袋井市
袋井市
袋井市

多摩運送株式会社 袋井営業所
有限会社トラスト物流 本社
有限会社マスダ・エス・エス 本社営業所
株式会社山紀 袋井営業所
株式会社マルブン 浅羽営業所
トランコムトランスポートサービス株式会社

袋井市
袋井市
袋井市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市
島田市

しずおか清水営業所

本社営業所

所
磐田運送株式会社 本社営業所
キーピング運輸有限会社 袋井営業所
株式会社ＹＣＬ 本社営業所
株式会社サンワネッツ 金谷営業所
株式会社レックス 本社
増田運送株式会社 金谷物流センター営業所
株式会社ＧＶ 静岡営業所
成澤商運有限会社 本社営業所
山岸運送株式会社 本社営業所
株式会社日之出運輸 静岡支店
優伸運輸株式会社 中部営業所
中央輸送株式会社 島田営業所

３４０－２
静岡県静岡市清水区袖師町字後庵７６３－１
静岡県静岡市駿河区北丸子１－３１－３０
静岡県静岡市清水区駒越中２－３－３０
静岡県静岡市清水区長崎１０４２－１０
静岡県静岡市清水区長崎新田５０７
静岡県静岡市葵区東静岡１－３－２９
静岡県袋井市高尾２０８４番地１
静岡県袋井市国本字沖１３０４ー１
静岡県袋井市木原字下水洗２２－１（積卸 字八ツ枝４
７－１、４９、５２）
静岡県袋井市高尾字柳原２７３５－１
静岡県袋井市国本５８８番地の２
静岡県袋井市鷲巣７６３番地
静岡県袋井市国本字森廻２５５０－１
静岡県袋井市松原字駒川２５６６、２５６７

静岡営業

電話番号
054-258-7077
054-262-8950
054-335-6521
054-345-0871
054-344-5292
054-364-2297
054-259-0310
054-335-1212
054-349-3366
080-5811-8172
054-265-6000
0538-42-3110
0538-44-3450
053-845-1111
0538-86-4381
0538-45-3255
0538-43-7256
0538-45-2231
0538-23-2818

静岡県袋井市山科字前田３３１２番１

0538-44-1511

静岡県袋井市堀越５１８－４
静岡県袋井市山科字川井田２４３４－１
静岡県島田市大柳２６６番地
静岡県島田市志戸呂７２６－２
静岡県島田市向島町５２４８番地の２
静岡県島田市金谷東２丁目４４番５
静岡県島田市志戸呂７２６番２
静岡県島田市中河字大柳新田境３２０－１
静岡県島田市大柳２６６番地
静岡県島田市中河字大西３３３番地１
静岡県島田市中河字四百間裏１０７４番地の２
静岡県島田市中河８２２番地１２

0538-42-0466
0538-45-3017
0547-38-5005
0547-39-3007
0547-36-5309
0547-54-5101
0547-47-0011
0547-38-3838
0547-38-3145
0547-30-4111
0547-30-0919
0547-38-6116
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
藤枝市
藤枝市
藤枝市
藤枝市
藤枝市
藤枝市
藤枝市
藤枝市
熱海市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
磐田市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市

事業所名
株式会社エクシード 静岡営業所
日本通運株式会社 静岡ターミナル事業所
ホイテクノ物流株式会社 藤枝支店
名鉄急配株式会社 藤枝ふじの花支店
株式会社ピジョン 本社営業所
株式会社サントス 静岡営業所
西濃運輸株式会社 藤枝支店
遠州トラック株式会社 藤枝営業所
有限会社和田 本社営業所
株式会社アスカ運輸 磐田輸送センター
有限会社内山建材 磐田営業所
司静岡株式会社 本社営業所
中央輸送株式会社 浜松営業所
豊岡協同輸送有限会社 本社営業所
ニシリク株式会社 中部支店
北勢運送株式会社 磐田支店
トランコムＤＳ株式会社 磐田センター
浜名梱包輸送株式会社 磐田営業所
竹田運輸株式会社 本社
東和運輸倉庫株式会社 本社営業所
ホソダ重機運送有限会社 本社営業所
株式会社ネストロジスティクス 浜松営業所
日通浜松運輸株式会社 本社事業所
静岡運送株式会社 浜松支店
遠州トラック株式会社 しまうま引越センター

住所
静岡県藤枝市仮宿１３４８－１
静岡県藤枝市下当間３５１
静岡県藤枝市大西町２－１３－１
静岡県藤枝市八幡字安後田７０２番１１
静岡県藤枝市堀之内１丁目１５番地３
静岡県藤枝市茶町３丁目３番地４２号
静岡県藤枝市下当間６６５－１
静岡県藤枝市善左衛門字中川原１４３１－１
静岡県熱海市泉元門川字大黒崎２６９番地２８ 他１筆
静岡県磐田市向笠西字西原４９０－１
静岡県磐田市岩井字西原１９２１番地１１０
静岡県磐田市高見丘１２３４
静岡県磐田市見付字桧子ヶ谷１７１５－６
静岡県磐田市松之木島字柳野２１５４－２
静岡県磐田市上万能字西村１７２－３
静岡県磐田市向笠西５２８ー１
静岡県磐田市見付１７９１－３
静岡県磐田市向笠竹之内字クラヤミ１３５９－７０
静岡県浜松市西区湖東町２９３１番地の１
静岡県浜松市南区新橋町字浜新田１９３０－１
静岡県浜松市東区中野町字下川原３２９１－８
静岡県浜松市西区湖東町１９７０番地１
静岡県浜松市中区神田町字五味洗１３９９－２
静岡県浜松市浜北区本沢合１４５－１
浜松営

業所
有限会社ハロー・テンリュー 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松龍山営業所
みやび山下運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松海外生活支援センター
ＳＫＹロジスティック株式会社 本社営業所
葵ロジスティクス株式会社 浜松インター営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 浜松支店
イズミ物流株式会社 浜松営業所
大五運送株式会社 本社営業所

電話番号
054-647-5558
054-644-0202
054-635-2151
054-639-7000
054-641-1818
054-646-1557
080-3633-7738
054-686-1811
0557-82-0634
0538-38-6232
090-3455-2366
0538-38-1100
0538-59-0555
0539-62-2344
0583-36-7777
0538-34-6245
053-423-2500
0538-38-6688
053-415-9000
053-442-5551
053-422-1339
053-522-9900
053-444-0820
053-585-7799

静岡県浜松市東区白鳥町６９２－１

053-423-0211

静岡県浜松市中区高丘西３丁目２１番１号
静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻６５２－２
静岡県浜松市中区西丘町９８５－２
静岡県浜松市南区白羽町字中野西２５４－５
静岡県浜松市北区初生町１３７２番地の２
静岡県浜松市東区流通元町１－２
静岡県浜松市東区豊町字羽鳥２１８１－５
静岡県浜松市中区神田町２２０
静岡県浜松市西区坪井町字新田前４４９３－２

053-420-3838
053-582-3812
053-436-1123
053-441-7811
053-437-8800
053-581-9401
053-435-5151
053-442-6555
053-447-8181
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
富士宮市
富士宮市

事業所名
株式会社ダイコー商運 白鳥
有限会社平松商工 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松営業所
東海造船運輸株式会社 浜松営業所
株式会社アトランス 本社営業所
株式会社ティ・ダブル・ライン浜松 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 浜松支店
柳河物流株式会社 浜松営業所
二葉物産株式会社 浜松営業所
愛知陸運株式会社 浜松営業所
星義物流株式会社 本社営業所
株式会社ロジコム・アイ 浜松営業所
日精サービス株式会社 浜松営業所
有限会社丸信エクスプレス 本社
株式会社サカイ引越センター 浜松支社
ジェイアール東海物流株式会社 浜松工場営業所
日本ルートサービス株式会社 浜松事業所
森田物流システム有限会社 本社営業所
野島運送株式会社 本社営業所
幸伸運輸倉庫株式会社 本社営業所
日神機工株式会社 浜松営業所
株式会社第一運輸 浜松営業所
花島運輸株式会社 本社営業所
株式会社エコネコル 本社営業所
イズミ物流株式会社 富士宮営業所

富士宮市

ヤマト運輸株式会社

富士宮市
富士宮市
富士宮市
富士宮市
富士市
富士市
富士市

株式会社富士ミルク 本社営業所
株式会社山紀 富士営業所
県南運輸株式会社 富士宮営業所
富士宮運輸株式会社 本社営業所
有限会社勝邦運輸 本社営業所
株式会社ダイコー商運 富士営業所
静岡運送株式会社 富士支店

富士宮万野原営業所

住所
静岡県浜松市東区白鳥町字松下３３１
静岡県浜松市南区倉松町字大池６１５－３
静岡県浜松市南区法枝町字村北３７９
静岡県浜松市東区上新屋町１２１
静岡県浜松市東区西塚町１
静岡県浜松市東区中里町字諏訪６３９
静岡県浜松市西区湖東町３５１７番５
静岡県浜松市東区上石田町字道青花３７番１
静岡県浜松市中区高丘西１－１－１４
静岡県浜松市東区中郡町字橋爪東８番地
静岡県浜松市東区白鳥町字境１２０－１
静岡県浜松市東区下石田町１１７５番１
静岡県浜松市南区東町７３６－１
静岡県浜松市浜北区尾野１０７７
静岡県浜松市北区三ケ日町三ケ日９９７－１
静岡県浜松市中区高丘北２丁目１２番２６号
静岡県浜松市中区南伊場町３３－１
静岡県浜松市西区桜台１－１０６－４
静岡県浜松市浜北区宮口３６３０番１０
静岡県浜松市北区大原町３７０－４
静岡県浜松市北区三幸町４８４番地１
静岡県浜松市中区高丘西２丁目２１－１
静岡県浜松市西区湖東町５６５６－１
静岡県浜松市浜北区寺島３０７０－６
静岡県富士宮市山宮字棚坂３５０７番地１９
静岡県富士宮市宮原５８８－２ マスビル２－Ｄ
静岡県富士宮市万野原新田字東原３０６４－１、３０６
４－３
静岡県富士宮市上井出字河原端２２４７番地９
静岡県富士宮市西山字奥野原２５２２－３
静岡県富士宮市外神東町３９
静岡県富士宮市外神東町１９７番地の２
静岡県富士市江尾字東前田１８１番１
静岡県富士市中里１１４－１
静岡県富士市松本字平井島５２番地の１
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電話番号
053-422-5511
053-440-7272
053-442-8303
053-468-1381
053-461-9170
053-423-7070
053-486-2888
053-434-6600
053-439-6633
053-434-6571
053-422-6450
053-423-0133
053-581-9551
053-580-1130
053-524-1001
053-439-0811
053-453-1446
053-540-6437
053-580-1201
053-437-1105
053-438-8800
053-437-6141
053-486-4121
053-587-8909
0544-58-5800
0544-66-9694
090-5108-2152
0544-54-0819
0544-65-5670
0544-58-2880
0544-26-5268
0545-34-2164
0545-39-0023
0545-30-8475

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
富士市

事業所名
富士営業所

株式会社ＹＣＬ

富士市

由井運送株式会社

富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市

山一運輸倉庫株式会社 本社
アイユーシー株式会社 富士営業所
株式会社佐野建材 本社
近物レックス株式会社 富士支店
株式会社和泉運送 本社営業所
ベルエクスプレス株式会社 富士営業所
マルク運輸株式会社 富士

富士市

平成運輸株式会社

富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
富士市
牧之原市
牧之原市
牧之原市
牧之原市
賀茂郡
周智郡
駿東郡
駿東郡
駿東郡

本社営業所

本社営業所

静岡山章運輸株式会社 富士営業所
有限会社丸英 本社営業所
株式会社くろしおエクスプレス 富士営業所
ジェーワイシー株式会社 本社
望月工業株式会社 富士営業所
平井運輸有限会社 本社営業所
サーラ物流株式会社 富士営業所
鈴昭運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 富士営業所
丸嶋運送株式会社 富士営業所
ワーレックス株式会社 富士川営業所
エヌピー運輸富士株式会社 本社営業所
旭新運送株式会社 富士営業所
トナミ第一倉庫物流株式会社 静岡営業所
株式会社アスカ運輸 相良営業所
株式会社榛南ツバタ 静岡営業所
静岡三和梱包運輸株式会社 本社営業所
石黒物流株式会社 静岡営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 下田支店
株式会社Ｎｅｗｚ 静岡営業所
優伸運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 駿東営業所
ヤマト運輸株式会社 駿河小山営業所

住所
静岡県富士市依田橋町９番７号
静岡県富士市入山瀬２－２－７（静岡県富士市入山瀬１
９９－２－１）
静岡県富士市依田橋字鴨小田２６０－１
静岡県富士市大渕２３７３番地
静岡県富士市厚原６８３番地の２
静岡県富士市弥生字水神前９－８
静岡県富士市新橋町８番３号
静岡県富士市八代町５６番地
静岡県富士市宮下字大道下５６０番地の３
静岡県富士市依田橋字田中１６１－５●静岡県富士市依
田橋字田中１６１－４
静岡県富士市比奈１２１番地の１８
静岡県富士市増川字横町４５４番地の３
静岡県富士市比奈字片田５００－２
静岡県富士市中丸字木ノ市２７番地の１
静岡県富士市日乃出町７３－１
静岡県富士市蓼原１５４－１
静岡県富士市依田橋字江堀２９９－１
静岡県富士市比奈字東御堂免４４５－４
静岡県富士市五貫島１２８５－２
静岡県富士市島田町二丁目１１１
静岡県富士市五貫島字堤添１４０１－２
静岡県富士市今井４－１－１
静岡県富士市比奈字下藪田２３９－４
静岡県富士市大渕２４９４－５
静岡県牧之原市白井字五反田６２２番２２
静岡県牧之原市勝俣１９５６－１
静岡県牧之原市大江字箱瀬１３５８－１
静岡県牧之原市細江字白羽６１６４－１
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取字上林ノ沢３０３１－２４４
静岡県周智郡森町大字城下字向坪７５３－６
静岡県駿東郡清水町卸団地６番地
静岡県駿東郡清水町長沢字中台３０７－２
静岡県駿東郡小山町吉久保字三ヶ久保１５９番１
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電話番号
0545-53-0216
0545-71-1230
0545-32-2270
0545-36-1213
0545-72-2069
0545-51-9191
0545-53-3177
0545-52-2955
0545-30-8033
0545-33-2211
0545-32-9201
0545-39-1515
0545-32-7519
0545-64-0781
0545-51-3300
0545-61-7219
0545-33-3716
0545-34-1212
0545-63-0588
0545-52-5280
0545-65-5505
0545-30-3539
0545-34-4090
0545-67-0751
0548-55-3000
0548-22-0363
0548-52-2001
0548-22-5245
0557-33-2181
0538-85-1430
055-972-8885
080-5043-4168
080-5068-2345

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
駿東郡
駿東郡
駿東郡
榛原郡
榛原郡
榛原郡
榛原郡
榛原郡
榛原郡

事業所名
井上運送株式会社 小山営業所
東海産業株式会社 本社営業所
東邦興産株式会社 沼津営業所
株式会社合同物流 吉田営業所
東部ネットワーク株式会社 大井川営業所
横浜低温流通株式会社 吉田営業所
駿遠運送株式会社 吉田飼料センター営業所
榛原自動車株式会社 本社営業所
日軽物流株式会社 大井川営業所

住所
静岡県駿東郡小山町小山１１０４
静岡県駿東郡長泉町納米里３－１０
静岡県駿東郡長泉町下長窪１８９－１７
静岡県榛原郡吉田町神戸字下西２３０２－１
静岡県榛原郡吉田町神戸字山王１４７０番１
静岡県榛原郡吉田町神戸２６８５
静岡県榛原郡吉田町住吉１１６６－２
静岡県榛原郡吉田町川尻１７３８－１
静岡県榛原郡吉田町神戸日の出上６９２－１
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電話番号
0550-76-1322
055-986-2768
055-980-5523
0548-32-1500
0548-33-9021
054-834-1313
0548-32-2160
0548-32-1261
0548-32-8941

主な輸送品目（任意掲載）

