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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

青森市 近物レックス株式会社　青森支店 青森県青森市原別５丁目２０番１号 017-736-7551

株式会社大坂組　本社 青森県青森市諏訪沢字岩田５１－１ 017-726-2461

丸與運輸有限会社　本社 青森県青森市大字羽白字沢田５１３ 017-788-5325

第一貨物株式会社　青森支店 青森県青森市大字金浜字伊吹１０８－２ 017-729-2231

株式会社キョーヤ　本社 青森県青森市大字荒川字柴田１０２－１ 017-729-0922

日本通運株式会社　青森物流センター事業所 青森県青森市大字三内字丸山３９３－２１４、３９３－２１５ 017-763-0255

有限会社伊藤流通センター　本社営業所 青森県青森市大字滝沢字住吉２８－５ 017-726-7608

株式会社八洲陸運　本社営業所 青森県青森市大字滝沢字住吉３４－１、２８－１、３２－１、２５３－２ 017-726-8400

ヤマト運輸株式会社　青森主管支店 青森県青森市大字野木字野尻３７－６８４ 017-739-9220

株式会社新日本物流　本社 青森県青森市大字野木字野尻３７－７９２ 017-718-1988

株式会社ゼロ・プラス東日本　八戸カスタマーサービスセンター青森デポ 青森県青森市大字野木字野尻３７番地６９５ 017-739-0404

八甲サービス有限会社　本社 青森県青森市大字野木字野尻４４－１ 017-762-4030

ホクブトランスポート株式会社　青森 青森県青森市大字油川字岡田１４６－４ 017-788-3415

株式会社バイタルエクスプレス　青森営業所 青森県青森市第二問屋町１丁目３－５ 017-739-7136

日本通運株式会社　東青森営業課 青森県青森市南佃１丁目１４－２、１３－１、１４－２先 017-742-3110

青南運送株式会社　本社 青森県青森市問屋町２丁目３－１５０ 017-738-3010

株式会社ニヤクコーポレーション　青森事業所 青森県青森市柳川２丁目１１－１６ 017-766-4155

弘前倉庫株式会社　油川輸送センター 青森県青森市油川字岡田３－１ 017-763-1581

有限会社参喜運送　本社 青森県青森市浪岡大字増館字宮元９５番地１ 0172-62-2173

みちのく流通株式会社　青森 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１７１ 0172-62-9620

有限会社棟方運送　本社 青森県青森市浪岡大字浪岡字細田１５９－９ 0172-62-2297

黒石市 黒石貨物自動車株式会社　本社営業所 青森県黒石市大字浜町５０ 0172-52-8871

五所川原 株式会社丸清起業　本社 青森県五所川原市大字豊成字田子ノ浦６４－７ 0173-29-3777

つがる市 丸加運輸有限会社　本社営業所 青森県つがる市森田町上相野柾木２８ 0173-42-3911

十和田市 有限会社龍運送　本社 青森県十和田市深持字長下１８７－６ 0176-21-4777

トヨタ小野グループサービス株式会社　本社 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５５ 0176-23-6231

八戸市 株式会社北栄運輸　八戸営業所 青森県八戸市大字市川町字浜２－３２ 0178-52-6739

関東運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市北白山台２丁目６－２７ 0178-70-2350

株式会社ネット　本社 青森県八戸市下長８丁目１－１４ 0178-28-6878

株式会社ゼロ・プラス東日本　八戸カスタマーサービスセンター 青森県八戸市河原木字北沼３６番地１ 0178-21-2522

八通運輸株式会社　本社 青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０－５０ 0178-28-8371
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株式会社八洲陸運　八戸営業所 青森県八戸市桔梗野工業団地２丁目３０番２５ 0178-21-8400

株式会社ツーワン輸送　本社 青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目１０番２１号 0178-20-6961

三八五ロジステックス株式会社　本社 青森県八戸市沼館３丁目６－１０ 0178-47-3851

はちえきペトロサービス株式会社　本社 青森県八戸市沼館３丁目６－５ 0178-24-2177

株式会社サカイ引越センター　八戸支社 青森県八戸市尻内町字八百刈５０－２ 0178-70-7120

株式会社バイタルエクスプレス　八戸営業所 青森県八戸市西白山台６丁目８－５ 0178-70-1553

ヤマト運輸株式会社　八戸支店 青森県八戸市石堂３丁目４－１１ 0178-20-4752

株式会社アストモスガスセンター八戸　本社 青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原１０－２６ 0178-24-1030

ヤマト運輸株式会社　八戸北支店 青森県八戸市大字河原木字小田平７－１５－２ 080-5044-2005

北海道西濃運輸株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４６８ 0178-29-1537

有限会社松広運輸　本社 青森県八戸市大字河原木字蓮沼４１－２７ 0178-20-2917

釜渕エクスプレス株式会社　本店 青森県八戸市大字市川町字赤川下４２番地８ 0178-52-5711

八戸鉱山土木株式会社　本社 青森県八戸市大字松館字大向３３－１ 0178-30-2270

大陸運送有限会社　本社 青森県八戸市大字新井田字外久保１８－４ 0178-25-0168

青森三八五流通株式会社　八戸貨物 青森県八戸市大字長苗代字亀子谷地２３－２ 0178-28-8233

丸運十和田運送株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字長苗代字上亀子谷地２－２ 0178-28-6676

セイノースーパーエクスプレス株式会社　八戸営業所 青森県八戸市大字長苗代字前田８６－７ 0178-29-3751

龍北運輸株式会社　八戸 青森県八戸市築港街２丁目６－２ 0178-33-5145

青森通運株式会社　八戸 青森県八戸市長苗代３丁目４－６ 0178-28-8861

日本郵便株式会社　八戸西郵便局 青森県八戸市長苗代字二日市４－１ 0178-27-2805

日本通運株式会社　八戸支店自動車ターミナル 青森県八戸市八太郎５丁目２１－２１ 0178-20-4040

有限会社新和運送　本社 青森県八戸市八太郎六丁目３－４ 0178-28-3855

日通八戸運輸株式会社　本社 青森県八戸市豊洲３－１７ 0178-20-9251

八戸通運株式会社　北インター工業団地物流倉庫 青森県八戸市北インター工業団地６丁目３番６６号 0178-51-6021

株式会社東洋陸送社　八戸 青森県八戸市北インター工業団地一丁目１２０－２ 0178-28-1666

音喜多運送株式会社　本社 青森県八戸市北白山台２丁目２－２７ 0178-27-6111

ヤマト運輸株式会社　八戸東支店 青森県八戸市湊高台２丁目２３－１７，２３－１８ 0178-35-2736

平川市 株式会社和光　本社 青森県平川市猿賀南田６５－１５ 0172-57-4605

平賀運送株式会社　本社 青森県平川市町居稲元３－１ 0172-44-2133

弘前市 黒石貨物自動車株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字境関字亥の宮１５－４ 0172-28-1531

近物レックス株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字境関字亥の宮４５－２ 0172-27-8501

有限会社サクラ配送サービス　本社 青森県弘前市大字金属町５番地２ 0172-88-0077

日興運輸株式会社　本社 青森県弘前市大字石川字泉田３１－１ 0172-92-2211

西濃運輸株式会社　弘前営業所 青森県弘前市大字石川字中川原１８９ 0172-92-2600

有限会社日栄運輸興業　本社 青森県弘前市大字船水１丁目１－１ 0172-33-9595

有限会社赤石貨物　本社 青森県弘前市大字野田１丁目１２－５ 0172-33-1131
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有限会社たんぽぽ運送　有限会社たんぽぽ運送本社営業所 青森県弘前市福田１丁目３－７ 0172-88-7718

ロジトライ東北株式会社　弘前事業所 青森県弘前市大字高田４丁目３－８ 0172-28-2967

株式会社アルム不動産運輸　弘前支店 青森県弘前市宮園５丁目３４－６ 0172-55-9792

三沢市 丸運十和田運送株式会社　三沢営業所 青森県三沢市大津２丁目１２－３７０ 0176-54-4891

株式会社アストモスガスセンター八戸　三沢営業所 青森県三沢市南町三丁目３１番２９２８、３７９４ 0176-58-5255

むつ市 ヤマト運輸株式会社　大畑センター 青森県むつ市大畑町上野９７－４２，４３，７８，１１２，１８３，１８６ 0175-34-2564

上北郡 企業組合協八　本店営業所 青森県上北郡おいらせ町阿光坊１０５番地の１１４ 0178-20-0564

七戸貨物株式会社　本社 青森県上北郡七戸町字影津内３８－１，３８－２，３８－５，３８－６ 0176-62-2165

はちえきペトロサービス株式会社　七戸 青森県上北郡七戸町字荒熊内６６－１５１ 0176-62-4113

相和物産株式会社　本社 青森県上北郡東北町字ガス平８９８－５ 0175-68-2211

ヤマト運輸株式会社　野辺地支店 青森県上北郡東北町字山添３－２ 0175-64-5271

附田建設株式会社　本社 青森県上北郡六ケ所村尾駮字二又２３－１ 0175-72-4111

三戸郡 有限会社ルート物流　本社 青森県三戸郡階上町蒼前東４丁目６－３３３ 0178-88-5550

有限会社アドバンス　本社営業所 青森県三戸郡五戸町古舘下川原２４番地４、２４番地５、２４番地６ 0178-62-2543

川内運送有限会社　本社 青森県三戸郡五戸町大字上市川字御兵糧１０－５ 0178-68-2241

新潟運輸株式会社　八戸支店 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１番６３９ 0178-62-3351

釜渕運送有限会社　本社 青森県三戸郡田子町大字田子字七日市上ノ平９－１ 0179-32-2300

下北郡 株式会社竹正工務店　本社
青森県下北郡大間町大字奥戸字小奥戸２１０番地、２１１番地１、４６１番地
１１、２７１番地

0175-37-4032

西津軽郡 ヤマト運輸株式会社　深浦センター 青森県西津軽郡深浦町広戸字家野上１３２－１ 0173-84-1013

ヤマト運輸株式会社　津軽西支店 青森県西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸３３９－３ 0173-72-2081

南津軽郡 ヤマト運輸株式会社　弘前南支店 青森県南津軽郡大鰐町大字八幡館字畳田４５－１ 0172-47-9625

ヤマト運輸株式会社　青森常盤支店 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田３７ 0172-69-5201

新潟運輸株式会社　弘前支店 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田６－２ 0172-75-5511
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