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あわら市 福源トラック株式会社　本社営業所 福井県あわら市笹岡１９－２２－１ 0776-74-1011

あわら市 沖津運輸株式会社　福井営業所 福井県あわら市次郎丸２４－７－１ 0776-74-1985

あわら市 株式会社北陸環境サービス　本社営業所 福井県あわら市東田中第９号３６番地 0776-74-2235

越前市 司企業株式会社　福井越前営業所 福井県越前市小野谷町１４字窪田２０－１ 0778-42-7723

越前市 光衛商事株式会社　本社営業所 福井県越前市山室町第４９－３ 0778-43-5004

越前市 鈴江陸運株式会社　武生事業所 福井県越前市帆山町１４字中ノ町５－１ 0778-21-3320

越前市 沢崎運送有限会社　本社営業所 福井県越前市妙法寺町１２－４－２ 0778-23-0661

越前市 株式会社ファミリー　本社営業所 福井県越前市家久町第５４号１番地の１ 0778-24-1466

越前市 ブルーライン株式会社　本社営業所 福井県越前市池ノ上町８号２番地 0778-21-1800

越前市 株式会社ＨＯＰＥ　武生営業所
福井県越前市岩内町３０号２の３福井県中央トラック事

業協同組合　組合会館１階２号室
0778-27-8685

越前市 ヤマト運輸株式会社　越前営業所 福井県越前市芝原３丁目５４字野徳１７－１ 080-5068-1524

越前市 濃飛西濃運輸株式会社　武生営業所 福井県越前市大手町８字北原１－１７ 0778-27-2888

坂井市 ＦＫロジスティクス株式会社　坂井営業所 福井県坂井市坂井町木部新保２９字爪の跡４番地 0776-72-3240

坂井市 ＦＫロジスティクス株式会社　丸岡営業所 福井県坂井市丸岡町玄女１８字鶯久保７番地１ 0776-97-8371

坂井市 株式会社ＨＩＲＯＫ　本社営業所 福井県坂井市丸岡町小黒第７４号８番地１３ 0776-66-8757

坂井市 株式会社澤村商事　本社営業所 福井県坂井市三国町平山１３字高原１６番１ 0776-82-3303

坂井市 株式会社カケヒ　本社
福井県坂井市丸岡町上久米田２９字下轟９番地１、９番

地２、９番地３、１０番地乙、１２番地３、４３番地
0776-66-2668

坂井市 福岡トランス株式会社　福井営業所 福井県坂井市三国町山岸４８字開田東割２０番２号 0776-97-5149

坂井市 白崎流通サポート株式会社　本社営業所 福井県坂井市丸岡町長畝７５字１番１号 0776-89-0777

坂井市 カネキ運輸株式会社　福井営業所 福井県坂井市坂井町五本３８号１番 0776-67-1206

坂井市 株式会社サイリク　本社営業所 福井県坂井市春江町石塚２７字番場１８番地 0776-50-2358

坂井市 上野輸送株式会社　福井営業所 福井県坂井市三国町新保テクノポート１－４－４　１番 077-682-5376

坂井市 株式会社ナカガワ　本社営業所 福井県坂井市丸岡町熊堂３－８－１－９ 0776-68-0073

坂井市 ダイセーエブリー二十四株式会社　福井センター 福井県坂井市丸岡町寅国４－１３ 0776-67-0007

坂井市 両備トランスポート株式会社　福井営業所 福井県坂井市坂井町大味５１字下松田１７番地１ 0776-72-3375

坂井市 エナジーサポートセンター株式会社　坂井営業所 福井県坂井市坂井町大味６２字６番地 0776-72-3680

坂井市 株式会社ネギシ　本社営業所 福井県坂井市三国町新保９７字港９－１３ 0776-82-8272

坂井市 アップル流通株式会社　本社営業所 福井県坂井市丸岡町南横地１０字４８番１ 0776-67-6786

坂井市 澁澤陸運株式会社　福井ターミナル 福井県坂井市坂井町木部東２８字出口１５－３ 0776-72-2552

坂井市 川﨑物流株式会社　本社春江倉庫 福井県坂井市春江町西太郎丸２１字１－２ 0776-51-6161

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福井県）
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鯖江市 有限会社トランスポート吉川　本社営業所 福井県鯖江市平井町第３１号１１番地２８ 0778-62-3210

鯖江市 是則北陸運輸株式会社　鯖江営業所 福井県鯖江市鳥羽町４３字花立６番地１ 0778-52-5786

鯖江市 サイト運輸株式会社　本社営業所 福井県鯖江市五郎丸町３１６ 0778-51-8357

鯖江市 瀧ケ花運送株式会社　本社営業所 福井県鯖江市下野田町７字４－１ 0778-62-0008

鯖江市 北越トラック急送有限会社　本社営業所 福井県鯖江市川去町３１字堂ノ西２－４ 0778-62-3750

勝山市 ヤマト運輸株式会社　勝山営業所 福井県勝山市荒土町新保５字高山１１３ 080-5044-4673

小浜市 小浜貨物自動車株式会社　小浜本社 福井県小浜市駅前町６－２ 0770-52-0872

小浜市 ＮＸトランスポート株式会社　小浜営業所 福井県小浜市上野第３７号３０番地１ 0770-56-3871

大野市 有限会社高茂重機　本社営業所 福井県大野市東中野２丁目９１０番地 0779-65-3033

大野市 株式会社野尻重機　本社営業所 福井県大野市中保１５号１０８番地６ 0779-65-3789

大野市 ヤマト運輸株式会社　奥越営業所 福井県大野市春日１６１字出光５－１ 080-6694-3061

敦賀市 福井トナミ運輸株式会社　本社営業所 福井県敦賀市羽織町１３－３ 0770-22-2448

敦賀市 株式会社五葉物流　本社営業所 福井県敦賀市金山９９号彼ラ山１１番２６ 0770-21-5157

敦賀市 有限会社西浦商会　本社営業所 福井県敦賀市木崎１３ー１ー１ 0770-47-6411

敦賀市 眞和運送株式会社　本社営業所 福井県敦賀市沓見６４号白木９－３ 0770-23-2386

敦賀市 ＳＳＫロイヤル株式会社　敦賀営業所
福井県敦賀市若葉町２丁目１１０３　リッチハイム若葉

１０２号室
0770-23-0393

敦賀市 沢田運送株式会社　本社営業所 福井県敦賀市木崎２－１－３ 0770-22-5446

敦賀市 株式会社新洋ドレージ　本社営業所 福井県敦賀市余座２号深田１８－２ 0770-21-0031

敦賀市 エナジーサポートセンター株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市河原町２－２ 0770-22-3553

敦賀市 東部物流株式会社　本社営業所 福井県敦賀市赤崎３８号南津３６番 0770-23-0665

敦賀市 敦賀セメント運輸株式会社　本社営業所 福井県敦賀市泉２－６－１ 0770-22-0807

敦賀市 濃飛西濃運輸株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市莇生野７９野中５－１ 0770-24-1333

敦賀市 グロービック株式会社　敦賀支店 福井県敦賀市赤崎３８号南津２２－１ 0770-21-8757

福井市 株式会社エムピーエフ　本社営業所 福井県福井市川合鷲塚町５７－１ 0776-55-1133

福井市 有限会社家根商店　本社営業所 福井県福井市大和田１丁目１０１番地 0776-57-1106

福井市 フジトランスポート株式会社　福井支店 福井県福井市新保町２７字雄闍４８番地 0776-43-1792

福井市 大阪北陸急配株式会社　福井営業所 福井県福井市問屋町４丁目６１０番地 0776-28-7147

福井市 明里機材運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市高木中央二丁目３４１５番地 0776-53-3998

福井市 プロフィットサポート株式会社　本社営業所 福井県福井市問屋町１丁目４１ 0776-97-6005

福井市 有限会社山田土木　本社 福井県福井市上野本町４丁目２８２７番地 0776-43-6977

福井市 有限会社輝和産業　本社営業所 福井県福井市山内町第９号２番地２ 0776-98-8755

福井市 市川運送有限会社　本社営業所 福井県福井市御幸４－１７０８ 0776-26-7777
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福井市 飛騨運輸株式会社　福井支店 福井県福井市浅水三ケ町５－５番１ 0776-38-4833

福井市 ラニイ福井貨物株式会社　福井主管支店
福井県福井市和田中町１１３字１番ほか１０筆、１１４

字１８番ほか１０筆
0776-80-0303

福井市 山善運輸機工株式会社　本社営業所 福井県福井市江守中町８字１４番地３ 0776-35-1021

福井市 有限会社陸栄運輸　本社営業所 福井県福井市引目町１１字大割１０１番地１ 0776-38-5888

福井市 有限会社流通代行サービス　本社営業所 福井県福井市三尾野町２９－２－２３ 0776-60-2551

福井市 有限会社福井キャリー急送　本社営業所 福井県福井市上北野１－１９０２ 0776-54-5001

福井市 ヤマト運輸株式会社　足羽営業所 福井県福井市東下野町５０字中田５番 080-6699-7335

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井南営業所 福井県福井市江端町４字山鳥２２番 080-6604-5655

福井市 ふくしん総合サービス株式会社　本社営業所 福井県福井市田原２－５５０１－２ 0776-25-8519

福井市 株式会社エコロジス　本社営業所 福井県福井市二日市町２０字堂之下１８番地、１９番地 0776-55-2051

福井市 エナジーサポートセンター株式会社　本社営業所 福井県福井市花堂東１－１３－６ 0776-33-0577

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井春江営業所 福井県福井市石盛町７０７番４ 080-6699-7336

福井市 台東運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市上中町２５字縄末８－１ 0776-53-2533

福井市 文珠運送株式会社　本社 福井県福井市岩倉町７字金串１０番地２，３ 0776-41-4680

福井市 有限会社村井運送　福井営業所 福井県福井市二の宮５丁目１８２７ 0776-23-1666

福井市 甲信越福山通運株式会社　福井支店 福井県福井市重立町２８字辻４３ 0776-54-8001

福井市 濃飛西濃運輸株式会社　福井支店 福井県福井市林藤島町１６字小米田８番 0776-57-0300

福井市 有限会社オレンジエキスプレス　本社営業所 福井県福井市丸山１丁目４０４番地 0776-54-8433

福井市 佐川急便株式会社　福井営業所 福井県福井市今市町６４号７番地１ 0570-01-0187

福井市 福井日通運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市重立町２２号５番地 0776-52-8190

福井市 エルシーコープ株式会社　福井営業所 福井県福井市新保町１０字２６番 0776-53-5968

吉田郡 奥野運輸有限会社　本社 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島３６字３１番 0776-61-6400

三方上中郡 三方運輸株式会社　本社営業所 福井県三方上中郡若狭町三十三団地第１号三十三２番地 0770-45-2378

三方上中郡 ヤマト運輸株式会社　三方営業所 福井県三方上中郡若狭町能登野１６－９－１ 080-5044-4762

大飯郡 株式会社コスモス　本社営業所 福井県大飯郡高浜町旭ヶ丘１丁目１番地１ 0770-72-5332

丹生郡 有限会社ニューチップ運送　本社営業所 福井県丹生郡越前町細野７５字８５番４ 0778-36-0900
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