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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 八ツ星運輸株式会社　本社営業所 岩手県一関市千厩町千厩字西中沢２６７－４ 0191-53-2455

一関市 アート引越センター株式会社　一関支店 岩手県一関市字沢４８番地１ 0191-23-0123

一関市 有限会社千厩運送　本社営業所
岩手県一関市千厩町千厩字構井田２９番地の３，２９－

１，２８－１
0191-53-2550

一関市 有限会社興進運輸　本社営業所 岩手県一関市厳美町字小河原１０１番地７ 0191-33-5955

一関市 株式会社バイタルエクスプレス　一関営業所 岩手県一関市萩荘字上中田１１６番地１ 0191-32-1871

一関市 ヤマト運輸株式会社　一関千厩営業所 岩手県一関市千厩町字古ケ口５９番 080-5044-2613

遠野市 ヤマト運輸株式会社　岩手遠野営業所 岩手県遠野市青笹町糠前第９地割字踊鹿１－７ 080-5044-2684

奥州市 有限会社千葉商店運輸　本社 岩手県奥州市前沢字河ノ畑１１４－２ 0197-56-6457

奥州市 東京エレクトロンＢＰ株式会社　岩手営業所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根５２ 0197-35-6813

奥州市 株式会社奥州物流　本社 岩手県奥州市前沢字本杉７番１ 0197-47-5432

奥州市 有限会社ケーディーサービス　本社営業所 岩手県奥州市水沢工業団地１丁目２８番地、３５番地 0197-24-5185

奥州市 ＤＯＷＡ通運株式会社　水沢通運営業所 岩手県奥州市水沢東大通り１丁目５－１２ 0197-23-7171

奥州市 株式会社アストモスガスセンター岩手　水沢営業所 岩手県奥州市水沢真城字町下１０１－５ 0197-23-7551

奥州市 東和運輸株式会社　岩手営業所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根２０－９ 090-8655-3548

奥州市 白金運輸株式会社　本社営業所 岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘６９番地 0197-35-0112

奥州市 ヤマト運輸株式会社　水沢営業所 岩手県奥州市水沢佐倉河竃神４－４，４－５，５－７ 080-5044-2475

奥州市 ヤマト運輸株式会社　岩手江刺営業所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字御所橋１６，１７ 080-5044-2648

花巻市 みちのく流通株式会社　本社営業所 岩手県花巻市城内１１０番１ 0198-23-7304

花巻市 アートバンライン株式会社　岩手営業所 岩手県花巻市石鳥谷町好地１５地割３５番１ 0198-41-3115

花巻市 株式会社共栄運輸花巻　本社営業所 岩手県花巻市二枚橋第６地割２３７番地１ 0198-26-0522

花巻市 株式会社ロジパルエクスプレス　花巻営業所 岩手県花巻市空港南２－２－１ 0198-29-6117

花巻市 四ツ目商事株式会社　本社 岩手県花巻市中根子字古舘２２番地１ 090-5845-0890

花巻市 北海道トナミ運輸株式会社　東北営業所 岩手県花巻市空港南１丁目１５ 0198-26-1073

花巻市 株式会社ティスコ運輸　岩手営業所 岩手県花巻市葛第７地割８２ 0198-29-4592

花巻市 花巻運送株式会社　本社営業所 岩手県花巻市東宮野目第１３地割１１７－３ 0198-24-6105

花巻市 龍北運輸株式会社　石鳥谷営業所 岩手県花巻市石鳥谷町好地第１５地割２番地の２ 0198-45-4775

花巻市 株式会社Ｎｅｗｚ　岩手営業所 岩手県花巻市大畑９－９２－６ 0198-26-0461

花巻市 ヤマト運輸株式会社　花巻営業所 岩手県花巻市東宮野目第９地割５１番１ 080-5044-2677

釜石市 ヤマト運輸株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市甲子町第１０地割１５９－２ 080-5044-2525

釜石市 武蔵貨物自動車株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市上中島町四丁目３番７号 0193-23-7517

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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釜石市 第一貨物株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市甲子町第９地割１３３－１、１３３－２ 0193-27-3311

久慈市 株式会社正洸運輸　本社営業所 岩手県久慈市夏井町鳥谷８－５０－５ 0194-52-3557

久慈市 久慈新港運輸株式会社　本社 岩手県久慈市小久慈町第４０地割２０－６ 0194-53-6100

久慈市 ヤマト運輸株式会社　久慈営業所
岩手県久慈市大川目町第１地割２４－３，２４－２，２５

－１
080-5044-2556

宮古市 佐川急便株式会社　三陸営業所 岩手県宮古市大字田鎖第１３地割字高柳２８－１ 05-7001-0715

宮古市 ＳＢＳフレイトサービス株式会社　宮古営業所 岩手県宮古市実田１－４－３７ 0193-62-3958

宮古市 東北西濃運輸株式会社　宮古営業所 岩手県宮古市津軽石第１０地割字向川原３５－３７ 0193-83-1007

盛岡市 株式会社奥州物流　盛岡営業所 岩手県盛岡市羽場１０地割１００番地 019-601-3071

盛岡市 佐川急便株式会社　岩手営業所 岩手県盛岡市湯沢１０地割３７－３ 0570-02-0047

盛岡市 株式会社ヤナイ　盛岡営業所 岩手県盛岡市上厨川野子１０３－１ 019-601-5701

盛岡市 株式会社北海小型運輸　盛岡営業所 岩手県盛岡市東見前９地割２０番１ 019-632-8100

盛岡市 株式会社サカイ引越センター　岩手支社
岩手県盛岡市門２丁目１０２－１，１０２－２，１０２－

３
019-604-1141

盛岡市 ヤマト運輸株式会社　盛岡南営業所 岩手県盛岡市永井１３地割９８番、９９番１ 080-5044-2640

盛岡市 丸大運輸株式会社　本社営業所 岩手県盛岡市永井１３地割９５ 019-637-0001

盛岡市 西濃運輸株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市永井１６地割字地田３ 019-638-0018

盛岡市 ヤマト運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市東安庭３丁目１－１１，１－７ 080-5044-2405

大船渡市 五十鈴運輸株式会社　本社営業所 岩手県大船渡市大船渡町字野々田２３－１０ 0192-26-2314

大船渡市 龍北運輸株式会社　大船渡営業所 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前４９番地６ 0192-27-0052

大船渡市 ヤマト運輸株式会社　大船渡営業所 岩手県大船渡市大船渡町字宮ノ前２６－１，２６－３ 080-5044-2488

滝沢市 株式会社北岩手運輸　本社営業所 岩手県滝沢市湯舟沢５３３－１１ 019-688-2275

滝沢市 株式会社アストモスガスセンター岩手　滝沢営業所 岩手県滝沢市湯舟沢４９４番１０，４９３番２ 019-688-8611

滝沢市 ヤマト運輸株式会社　滝沢営業所 岩手県滝沢市牧野林９８８－４ 080-5044-2732

二戸市 ヤマト運輸株式会社　二戸営業所
岩手県二戸市金田一字上田面１８９－２、１８８、１９８

－１
080-5044-2581

八幡平市 ヤマト運輸株式会社　安比高原営業所 岩手県八幡平市叺田１５５－７、１５５－２ 080-6699-1295

八幡平市 荒沢運送有限会社　本社営業所 岩手県八幡平市清水９７番地の２ 0195-72-2331

北上市 株式会社ムサシ物流　北上営業所 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８８－１ 0197-67-6340

北上市 大通運送株式会社　本社営業所 岩手県北上市流通センター６０８－２ 0197-68-2662

北上市 株式会社ツカサ　北上営業所 岩手県北上市村崎野第１９地割６８－６ 0197-68-2019

北上市 株式会社サンクス・エクスプレス　北上
岩手県北上市相去町字中成沢３番１１、５８番１、５８番

２、９８番２
0197-67-6121
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北上市 株式会社篠崎運送倉庫　岩手支店 岩手県北上市流通センター１番地２７ 0197-72-7951

北上市 株式会社東北高速道岩手　本社 岩手県北上市相去町山根梨の木４３番１５３ 0197-62-5656

北上市 株式会社ロジネクス　北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－１０７ 0197-81-5838

北上市 大虎運輸北東北株式会社　本社 岩手県北上市流通センター４－４７ 0197-71-1170

北上市 丸大運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター５－７ 0197-68-2659

北上市 株式会社バイタルエクスプレス　北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１番地７３ 0197-81-5150

北上市 シミズ運輸有限会社　本社 岩手県北上市流通センター６０８－４ 0197-68-2022

北上市 ヤマト運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター６１７－２、６１７－８ 080-5044-2604

北上市 第一貨物株式会社　北上支店 岩手県北上市流通センター６１４－２ 0197-68-2020

陸前高田市 有限会社山城運輸　本社営業所 岩手県陸前高田市竹駒町字館１１７－２、３ 0192-55-2388

下閉伊郡 近物レックス株式会社　宮古営業所 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割３３－１２７ 0193-86-3365

下閉伊郡 ヤマト運輸株式会社　岩泉営業所 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松５４－１０ 080-5044-2694

岩手郡 三八五通運株式会社　沼宮内営業所 岩手県岩手郡岩手町大字川口第１６地割３番地１０ 019-638-3363

岩手郡 ヤマト運輸株式会社　岩手町営業所
岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第１４地割字中民部田２－

１
080-5044-2500

気仙郡 岩手県南運輸株式会社　住田営業所 岩手県気仙郡住田町世田米字城内２９番地２ 0192-46-2210

九戸郡 ヤマト運輸株式会社　軽米営業所
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１５地割字岩崎１２５－３、

１２４－３
080-5044-2713

九戸郡 ヤマト運輸株式会社　種市営業所
岩手県九戸郡洋野町種市第２８地割字南川尻１１１番１，

１１４番２
080-5451-3650

紫波郡 株式会社ホームエネルギー東北　盛岡センター 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割字上山２７６ 019-697-0341

紫波郡 東日本エア・ウォーター物流株式会社　岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地７２番１号 019-671-1010

紫波郡 青森定期自動車株式会社　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１１５－７０ 019-697-6525

紫波郡 株式会社サンクス・エクスプレス　本社 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割６１番地４ 019-697-7125

紫波郡 ＴＳネットワーク株式会社　盛岡流通センター 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－５－５ 019-637-1701

紫波郡 大協企業株式会社　矢巾工場 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２－６，７ 019-697-3970

紫波郡 福岡運輸株式会社　盛岡出張所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－３５ 019-681-4211

紫波郡 株式会社仙台食品運輸　盛岡営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第７地割３１２番地 019-656-0810

紫波郡 株式会社アストモスガスセンター岩手　矢巾 岩手県紫波郡矢巾町藤沢第１０地割１８３－６，７ 019-697-8510

紫波郡 岩手糧運株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２０ 019-637-2980

紫波郡 株式会社ライフサポート・エガワ東北　盛岡支店 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２番地１６ 019-671-2206

紫波郡 ヤマト運輸株式会社　盛岡流通営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第５地割９５－１ 080-6694-2384

紫波郡 ヤマト運輸株式会社　矢巾紫波営業所 岩手県紫波郡矢巾町間野々第１地割字北谷地１４３－１ 080-6604-8203
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紫波郡 株式会社丸山運送　盛岡支店 岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田１０３－５ 019-676-4400

西磐井郡 城北運輸有限会社　本社営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字佐野１６ 0191-46-3320

胆沢郡 大友ロジスティクスサービス株式会社　北上営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山４－１４ 0197-44-5518

胆沢郡 東北流通株式会社　本社営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町六原下二の町２１０番地 0197-47-4567

胆沢郡 フジトランスポート株式会社　岩手支店 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里３－３ 0197-34-1230

二戸郡 有限会社中山運送　本社営業所 岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢１１６番地１ 0195-35-3321
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