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いわき市 有限会社大成産商　本社営業所 福島県いわき市植田町中央二丁目６－１７ 0246-63-0428

いわき市 福島通商株式会社　泉営業所 福島県いわき市泉町６丁目７番地の１６ 0246-56-2430

いわき市 常磐ニット株式会社　本社営業所 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１４０ 0246-44-1957

いわき市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉町滝尻字松原６－１ 0246-38-4664

いわき市 常磐港運株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６６ 0246-96-6350

いわき市 関東西濃運輸株式会社　いわき支店 福島県いわき市四倉町細谷字荒町１３－１ 0246-34-8181

いわき市 磐栄運送株式会社　勿来営業所 福島県いわき市南台３ー１ー３ 0246-77-1796

いわき市 株式会社三葉陸運　本社営業所 福島県いわき市小名浜字中原１１番地の５ 0246-92-4014

いわき市 株式会社丸東　いわき 福島県いわき市四倉町芳ノ沢１－６５ 0246-38-7500

いわき市 太平洋陸送株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川大剣１番地３５ 0246-84-9910

いわき市 福島第一物流株式会社　いわき営業所 福島県いわき市鹿島町下矢田字曲田５１番地１、３、７ 0246-29-5943

いわき市 ダイセーロジスティクス株式会社　いわきハブセンター 福島県いわき市小名浜住吉字袋２３－１ 0246-38-8621

いわき市 鈴木運輸株式会社　本店営業所 福島県いわき市小名浜住吉字袋１０－１ 0246-38-8021

いわき市 株式会社ビー・アイ運送　いわき営業所 福島県いわき市錦町鈴鹿２０－４　鈴鹿ハイツＢ１０１ 0246-38-8521

いわき市 柳田運輸株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市小名浜島字西屋５８ 0246-58-2472

いわき市 古河運輸株式会社　いわき営業所 福島県いわき市好間町中好間字江添１３ 0246-36-3066

いわき市 株式会社誠光運輸　いわき営業所 福島県いわき市好間工業団地２１番１ 0246-36-1088

いわき市 株式会社バイタルエクスプレス　いわき営業所 福島県いわき市平中神谷字苅萱５４番地１ 0246-57-1444

いわき市 丸浜運輸株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町滝尻字橋本１－１１ 0246-56-2266

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき西営業所 福島県いわき市好間工業団地３－１６ 080-5068-1413

いわき市 センコーエーラインアマノ株式会社　いわき営業所 福島県いわき市小名浜字渚２－３０ 0246-73-3431

いわき市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１番地の１ 0246-56-3418

いわき市 龍北運輸株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市小名浜字渚２５７ 0246-52-0461

いわき市 日進運送有限会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７２ 0246-96-6252

いわき市 植田運送株式会社　本社営業所 福島県いわき市東田町神山２７－１ 0246-62-2316

いわき市 結城運輸倉庫株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市小名浜島字高田町３１－７ 0246-58-2895

いわき市
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　いわき営

業所

福島県いわき市小名浜字林ノ上２４７－１３，２４７－１

５４
0246-52-1650

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき小名浜営業所 福島県いわき市小名浜岡小名字御代坂３６番 080-5044-3533

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき平営業所 福島県いわき市平字正内町９８ 080-5068-0140

いわき市 新潟運輸株式会社　いわき支店 福島県いわき市平塩字古川９７－１ 0246-24-5722

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 福島県北運輸株式会社　本社 福島県伊達市保原町上保原字大割１３１ 024-575-4191

伊達市 株式会社福谷　本社営業所 福島県伊達市梁川町字小梁川１８－１ 024-577-6566

伊達市 株式会社大清　福島営業所 福島県伊達市保原町字実町５６－２ 024-573-9167

伊達市 株式会社暁運輸　福島営業所 福島県伊達市保原町字東野崎１００番地 024-597-8171

伊達市 株式会社サエキ輸送　本社営業所 福島県伊達市伏黒字八反田３６－１ 024-583-5781

伊達市 株式会社大崎　福島営業所 福島県伊達市保原町野崎２６－１，２７－１ 024-575-2461

伊達市 ヤマト運輸株式会社　福島伊達営業所
福島県伊達市保原町大字上保原字大割２４－２，２５－

２，２６，２７－１
080-5044-3503

会津若松市 株式会社福島輸送　若松 福島県会津若松市インター西７５ 0242-22-6300

会津若松市 東部運送株式会社　会津若松営業所 福島県会津若松市インター西１３番２ 0242-22-0544

会津若松市 郡山運送株式会社　会津若松営業所 福島県会津若松市高野町大字中沼字沼川沿２５－１ 0242-22-2121

会津若松市 株式会社バイタルエクスプレス　会津営業所 福島県会津若松市町北町大字中沢字新田２１－３ 0242-37-0807

会津若松市 東北福山通運株式会社　会津西営業所 福島県会津若松市神指町北四合字横沼東１２０－１ 0242-24-2825

会津若松市 新潟運輸株式会社　会津若松支店 福島県会津若松市高野町大字中沼字沼川沿１７－１ 0242-24-6161

会津若松市 福島運送株式会社　若松営業所 福島県会津若松市インター西１８ 0242-22-5272

喜多方市 ヤマト運輸株式会社　喜多方営業所
福島県喜多方市豊川町高堂太免田１０４８－１，１０４９

－１
080-5044-3520

郡山市 東北クリーン運輸株式会社　本社 福島県郡山市安積町長久保１丁目１３－５ 024-945-6611

郡山市 ラクダ運輸株式会社　福島営業所 福島県郡山市待池台一丁目１７番８ 024-953-5510

郡山市 株式会社ライズジャパン　郡山営業所 福島県郡山市田村町上行合字北川田５１番地の２ 024-955-6515

郡山市 只見郵便運送有限会社　郡山 福島県郡山市喜久田町卸二丁目３番地１ 024-959-3750

郡山市 株式会社ワタナベ運送　本社 福島県郡山市喜久田町菖蒲池２３－１７７ 024-959-3505

郡山市 株式会社ゼロ・プラス関東　郡山カスタマーサービスセン 福島県郡山市安積町荒井二丁目９６ 024-946-9545

郡山市 東北乳運株式会社　郡山営業所 福島県郡山市安積町日出山１丁目５番地 024-944-0668

郡山市 株式会社ロジネクス　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町堀之内字向五升蒔１０番２ 024-983-8813

郡山市 株式会社東北ペガサス　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸三丁目２３番 024-926-0404

郡山市 株式会社ビー・アイ運送　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町堀之内字向原５－４ 024-953-8657

郡山市 北関東ピアノ運送株式会社　福島営業所 福島県郡山市喜久田町卸１丁目１１９－１ 024-959-1090

郡山市 大衡運送株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１ 024-973-7450

郡山市 本宮運輸有限会社　本社営業所 福島県郡山市西田町鬼生田字菅野沢３０２番３ 024-981-0330

郡山市 熱海運送株式会社　西営業所 福島県郡山市喜久田町菖蒲池２２－４２４ 024-983-3232

郡山市 高田運輸株式会社　本社営業所 福島県郡山市田村町上行合字下川原８５－１ 024-943-0328

郡山市 ヒタチ株式会社　郡山ハブセンター 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２ 024-963-1080
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郡山市 結城運輸倉庫株式会社　郡山営業所 福島県郡山市西田町木村字平石７３－３ 024-981-0550

郡山市 柳田運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸１－５９－１ 024-959-6707

郡山市 郡山第一運送株式会社　本社営業所 福島県郡山市熱海町長橋沼ノ沢１－１０９ 024-984-1331

郡山市 二葉運送株式会社　郡山営業所 福島県郡山市日和田町高倉字寺田２－２ 024-958-5566

郡山市 フットワークエクスプレス関東株式会社　郡山営業所 福島県郡山市安積町日出山２丁目１３４ 024-942-9351

郡山市 ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社　福島営業所 福島県郡山市喜久田町上追池１番地 024-959-1137

郡山市 株式会社ＬＪＰ　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字松ヶ作１６番１５５ 024-973-5244

郡山市 郡山運送株式会社　郡山通運営業所
福島県郡山市安積町大字荒井字庚段１－１、道場２５－１

１
024-943-0590

郡山市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　郡山営業 福島県郡山市田村町谷田川字田名保４１ 024-965-1230

郡山市 株式会社バイタルエクスプレス　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸３丁目２－１ 024-953-5988

郡山市 株式会社スカイ運輸　郡山東営業所 福島県郡山市田村町谷田川字田名保６９、７０ 024-965-1250

郡山市 東部ネットワーク株式会社　郡山営業所 福島県郡山市富久山町久保田太郎殿前２１番１ 024-942-5833

郡山市 中央運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市日和田町高倉字古川４－７ 024-958-5110

郡山市 株式会社誠光運輸　郡山営業所 福島県郡山市大槻町字向原２１０番地７ 024-962-7765

郡山市 安積運輸株式会社　本社 福島県郡山市日和田町字仁井町６６－１ 024-958-2003

郡山市 アサカ弘運株式会社　本社営業所 福島県郡山市田村町金屋字新家１－２，２－３ 024-944-9427

郡山市 株式会社ショートク　本社営業所 福島県郡山市喜久田町上追池４５－１符２ 024-963-0005

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山西営業所 福島県郡山市御前南三丁目１番地 080-6604-5103

郡山市 株式会社ニヤクコーポレーション　郡山事業所 福島県郡山市安積三丁目１２３－２ 024-945-2049

郡山市 大金運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２番３７ 024-959-1610

郡山市 株式会社東洋陸送社　郡山営業所 福島県郡山市南二丁目８３番地 024-945-0080

郡山市 福島運送株式会社　郡山 福島県郡山市喜久田町卸２－１４－１ 024-959-6670

郡山市 日本通運株式会社　郡山コンテナ営業課 福島県郡山市安積町荒井字道場４７－１ 024-943-0600

須賀川市 丸中運輸有限会社　本社 福島県須賀川市越久字発米１２－２ 0248-94-5363

須賀川市 マイスター株式会社　本社 福島県須賀川市仁井田字万開１５２番地１ 0248-94-5066

須賀川市 東北福山通運株式会社　福島物流センター 福島県須賀川市大字仁井田字佐平治７８ 0248-72-1888

須賀川市 ＨＩＴサービス株式会社　東北支社 福島県須賀川市木之崎字一本木４５番地１８ 0248-94-5006

須賀川市 有限会社丸石運輸　本社営業所 福島県須賀川市大字雨田字上大五郎内１３９－１ 0248-79-2110

須賀川市 株式会社円谷運送店　郡山営業所
福島県須賀川市滑川字池田１９０，１９１－１，１９１－

２
0248-72-2453

須賀川市 縫友運送株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町８９ 0248-63-8823

須賀川市 有限会社丸信運輸　本社営業所 福島県須賀川市狸森字新田４２ 0248-79-3420
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須賀川市 日本郵便株式会社　須賀川郵便局 福島県須賀川市上北町１－１１ 0248-75-2321

須賀川市 丸喜運輸株式会社　福島営業所 福島県須賀川市前田川扇町１ 0248-63-9960

須賀川市 西濃運輸株式会社　郡山支店 福島県須賀川市大字滑川字池田２００－４ 0248-76-3121

須賀川市 ヤマト運輸株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町４１－１ 080-5068-0135

須賀川市 株式会社中央運輸　本社営業所 福島県須賀川市八幡山２４６番１ 0248-73-2353

須賀川市 センコーエーラインアマノ株式会社　郡山営業所 福島県須賀川市横山町６２番地１ 0248-75-4431

相馬市 中央ロジテック株式会社　相馬営業所 福島県相馬市原釜字大津２７２番 0244-32-1888

相馬市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　相双営業所 福島県相馬市馬場野岩穴前２２９ 0244-26-9888

田村市 株式会社タムラ　本社営業所 福島県田村市船引町船引字鐙ヶ池５３－１２ 0247-82-0725

南相馬市 株式会社ケー・アンド・ワイ　本社営業所 福島県南相馬市原町区大木戸字南原３５番地の６ 0244-26-8058

南相馬市 有限会社横山物産　南相馬営業所 福島県南相馬市原町区雫字蛭沢１７５番１４ 0244-32-1878

南相馬市 昭和運輸株式会社　本社 福島県南相馬市原町区雫字聖下２５９－２ 0244-24-1521

南相馬市 ヤマト運輸株式会社　原町営業所
福島県南相馬市原町区大字雫字南大江下２５８－３，２５

８－４
080-5044-3531

南相馬市 丸ヵ運送株式会社　本社営業所 福島県南相馬市原町区中太田字後迫２８１－１ 0244-23-6111

二本松市 東日本エア・ウォーター物流株式会社　二本松営業所 福島県二本松市八万舘６６番地５号 0243-24-5006

二本松市 野口運輸株式会社　二本松営業所 福島県二本松市八万舘６６番地５ 0243-24-7730

二本松市 ダイセーロジスティクス株式会社　福島営業所 福島県二本松市赤井沢９３－２，９３－１，９８－２ 0243-23-5570

二本松市 和喜輸送株式会社　東北支店 福島県二本松市小沢字原１１５－６ 0243-53-2070

二本松市 株式会社丸や運送　本社営業所 福島県二本松市中里４７－１ 0243-22-0808

白河市 有限会社渡辺運送　本社 福島県白河市東蕪内字南屋敷１４ 0248-34-2685

白河市 日通郡山運輸株式会社　白河営業所 福島県白河市関辺字川前８－７ 0248-22-8902

福島市 日本通運株式会社　福島警送事業所　福島警送課 福島県福島市太田町５－１ 024-573-1620

福島市 有限会社横山物産　福島営業所 福島県福島市上名倉字下田５３番地　５４番地 024-573-1777

福島市 伊東工業株式会社　福島営業所 福島県福島市飯坂町字中原１番１ 024-542-3351

福島市 郡山運送株式会社　福島営業所 福島県福島市上名倉字天神２－１ 024-593-5722

福島市 株式会社ビー・アイ運送　福島営業所 福島県福島市南中央４丁目４７番地 024-563-4041

福島市 株式会社厚成社　本社 福島県福島市成川戸ノ内５５－４ 024-546-5925

福島市 有限会社八大物流　本社営業所 福島県福島市松川町字上桜内１８番地の８ 024-537-1151

福島市 株式会社福島輸送　福島 福島県福島市さくら３丁目２番地の７ 024-594-2154

福島市 株式会社サカイ引越センター　福島支社 福島県福島市飯坂町平野字三角田２－１５ 024-541-2688

福島市 フットワークエクスプレス関東株式会社　東北支店 福島県福島市南矢野目字高畑２０－１３ 024-557-2711

福島市 株式会社佐幸運輸　本社営業所 福島県福島市飯坂町平野字南１番地２ 024-555-1121
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福島市 株式会社バイタルエクスプレス　福島営業所 福島県福島市南中央３丁目５－１ 024-526-6881

福島市 ヤマト運輸株式会社　福島西営業所 福島県福島市成川字古屋敷１５－２，１３－４，１３－１ 080-5068-0137

福島市 ヤマト運輸株式会社　福島中央営業所 福島県福島市南矢野目字菅原５０－２３ 080-5068-0132

福島市 株式会社デイリーサービス　本社営業所 福島県福島市さくら１丁目２番地の７ 024-594-2773

福島市 西濃運輸株式会社　福島支店 福島県福島市吉倉字竹ノ内１１－１ 024-546-2295

福島市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　福島営業 福島県福島市成川字杵清水５３ 024-593-3755

福島市 第一貨物株式会社　福島支店 福島県福島市飯坂町平野字腰巻１１－１ 024-554-0733

本宮市 大友ロジスティクスサービス株式会社　福島営業所 福島県本宮市荒井字西原２番地１ 0243-72-0000

本宮市 株式会社佐藤商事　本宮 福島県本宮市荒井字諸子沢１２１番地１ 0243-24-7331

本宮市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　福島 福島県本宮市長屋字長屋平４０ 0243-44-4300

本宮市 有限会社森ロジテム　本社営業所 福島県本宮市荒井字沢田２９番地 0243-24-1220

本宮市 株式会社新日本物流　郡山営業所 福島県本宮市荒井字上沢３番地の１ 0243-24　-9105

本宮市 アイエイチロジスティクスサービス株式会社　郡山セン 福島県本宮市荒井字久保田９５番地１ 0243-63-2230

本宮市 株式会社アルプス物流　郡山営業所 福島県本宮市荒井字北ノ内６０－５ 0243-34-4111

本宮市 あだち運送株式会社　本社営業所 福島県本宮市荒井字青田原２０３番地２ 0243-36-2437

本宮市 株式会社ヒューテックノオリン　郡山営業所 福島県本宮市荒井字下原１番地 0243-63-5010

本宮市 センコン物流株式会社　福島営業所 福島県本宮市本宮字中台１－２６ 0243-34-3443

本宮市 物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　本宮営業 福島県本宮市荒井字惠向１３番１ 0243-24-1061

安達郡 東北誠和梱枹運輸株式会社　郡山営業所 福島県安達郡大玉村大山字壇１１４ 0243-24-8360

河沼郡 株式会社ビー・アイ運送　会津 福島県河沼郡湯川村大字浜崎字東殿町１－１９ 0241-23-6663

河沼郡 株式会社佐藤商事　本社営業所
福島県河沼郡会津坂下町大字長井字新田東２５６番２、２

５６番１
0242-82-2188

岩瀬郡 成田運輸株式会社　本社営業所 福島県岩瀬郡鏡石町諏訪町２７５－３ 0248-62-5364

西白河郡 エムケー物流株式会社　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 0248-21-6290

西白河郡 株式会社ビー・アイ運送　白河 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中５３番地２ 0248-21-6884

西白河郡 大信運送有限会社　本社営業所 福島県西白河郡矢吹町田町３４－１ 0248-21-6166

西白河郡 ヤマト運輸株式会社　白河営業所 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中９７ 080-5044-3508

西白河郡 有限会社だいわ運送　本社営業所 福島県西白河郡矢吹町赤沢９０３，９０４，９０５ 0248-42-3633

西白河郡 郡山運送株式会社　白河営業所 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返１６１－１ 0248-25-5707

西白河郡 レンゴーロジスティクス株式会社　矢吹営業所 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５－１ 0248-41-2280

西白河郡 佐川急便株式会社　白河営業所 福島県西白河郡泉崎村踏瀬字町浦２０－１ 0570-01-0401

石川郡 株式会社仁和運送　福島営業所 福島県石川郡玉川村大字竜崎字原作田２７－５ 0247-57-4251

石川郡 有限会社水野運送店　本社 福島県石川郡古殿町大字松川字前木４１番地３ 0247-53-2071
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石川郡 有限会社水野運送店　玉川営業所 福島県石川郡玉川村大字小高字掛金１０－２ 0247-37-1613

石川郡 有限会社玉川運送　本社営業所 福島県石川郡玉川村大字蒜生字宮下７０－１ 0247-57-3401

相馬郡 相馬環境サービス株式会社　本社営業所 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神１－１ 0244-38-7752

田村郡 石黒物流株式会社　福島営業所 福島県田村郡三春町大字平沢字白石作８６－１３ 0247-61-1113

東白川郡 トランコムＴＳ株式会社　棚倉営業所 福島県東白川郡棚倉町天王内字三本柳８－２ 0247-57-7051

東白川郡 株式会社アジア運輸　福島営業所 福島県東白川郡棚倉町大字逆川字北原地６番地１ 0247-23-0225

東白川郡 ヤマト運輸株式会社　棚倉営業所 福島県東白川郡棚倉町大字流字永君３－３ 080-5044-3051

南会津郡 ヤマト運輸株式会社　会津田島営業所 福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙７５－１ 080-5044-3505
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