
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
仙台市 双葉運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１００３－１５ 022-287-1256

北昭運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１００３－１８ 022-287-5051

中越テック株式会社　東北営業所 宮城県仙台市宮城野区岡田西町１－７ 022-288-9426

東北宮田物流株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区蒲生二丁目２－９ 022-762-9759

日本通運株式会社　仙台コンテナ支店 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－５７－１ 022-762-8126

株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区宮城野三丁目５７－１ 022-257-2711

東北トラック株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹４丁目３－１ 022-788-4633

株式会社日之出運輸　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目３－１ 022-782-1911

アートバンライン株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３－２－５ 022-388-7357

菱中海陸運輸株式会社　東北営業所
宮城県仙台市宮城野区港３丁目１番３号（仙台港国際ビジネスサポートセン
ター内）

022-388-6330

株式会社ナカノサービス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港３丁目２番５号 022-388-6751

サンワ重搬株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区港３丁目３－４ 022-355-7812

センコン物流株式会社　港営業所 宮城県仙台市宮城野区港４－６－４ 022-259-9270

株式会社三榮仙台　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区港一丁目３番１号 022-258-6592

西濃運輸株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１－９ 022-786-0611

大衡運送株式会社　仙台東営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目５－７ 022-385-6907

仙台オート輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁目６－７ 022-258-4649

株式会社大崎　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３－１９ 022-235-3315

近物レックス株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町３－３－１ 022-232-1151

佐川急便株式会社　東仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－５－２ 022-783-3000

株式会社丸運ロジスティクス東北　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町４－７－２５ 022-237-0111

中越運送株式会社　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４ 022-258-6081

三星運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町６－４－４０ 022-258-7800

株式会社トミナガ　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－１－９ 022-259-0351

ヤマト運輸株式会社　仙台扇町７丁目支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－２５ 080-5044-0152

南東北福山通運株式会社　仙台中央支店 宮城県仙台市宮城野区扇町７－４－６ 022-259-2255

佐川急便株式会社　仙台南営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目５－３ 022-258-2347

株式会社丸の内運送　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目６－３０ 022-352-7823

城南物産運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野１丁目３－３ 022-346-9181

有限会社キットエクスプレス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野３丁目１－１３ 022-388-7708

泉海商運株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野４丁目３－１５ 022-259-3020

株式会社誠光運輸　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目３－２０ 022-388-6370
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社樋口物流サービス　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目４－３ 022-388-8851

伊達貨物運送株式会社　仙台支店 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目６－５ 022-352-6390

秋田運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目７－１４ 022-355-5531

盛運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野５丁目８－１６ 022-388-8533

株式会社シーエス　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目３‐６ 022-388-6502

前山倉庫株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目５番地の６ 022-254-5933

株式会社シブヤトランスポートサービス　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区中野字資田２０－１ 022-361-3072

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　東北美術品支店 宮城県仙台市宮城野区中野字柳原２６－１７ 022-388-8266

丸大運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原５－２ 022-251-6337

北関東ピアノ運送有限会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻２丁目３－５３ 022-781-8520

丸カ運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区田子字入４－１ 022-762-6905

関東運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２－４－１６ 022-231-0479

株式会社大政商事　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目５－１３ 022-232-7557

山田運送株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－３－９ 022-355-5707

株式会社仙台丸水配送　本社営業所 宮城県仙台市宮城野区日の出町３－８－２７ 022-232-8881

株式会社昇栄　仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区白鳥２丁目４０８－１ 022-354-0155

株式会社ビー・アイ運送　仙台物流センター 宮城県仙台市宮城野区福田町南１丁目８－２ 050-3775-1289

株式会社ハート引越センター　仙台営業所 宮城県仙台市若林区かすみ町２８番１５ 022-294-8150

日本通運株式会社　仙台警送事業所 宮城県仙台市若林区卸町２－１－１１ 022-284-8261

日本通運株式会社　仙台引越美術品事業所 宮城県仙台市若林区卸町２丁目１－１１ 022-762-8126

株式会社ラインサービス　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町３－８－６ 022-284-1414

株式会社ロジコム　仙台支店 宮城県仙台市若林区卸町５丁目６番１０号 022-349-8370

東日本エア・ウォーター物流株式会社　仙台ガス営業所 宮城県仙台市若林区卸町東１－１００１－３ 022-236-6060

東北丸八運輸株式会社　本社営業所 宮城県仙台市若林区卸町東４－１－６ 022-287-3528

中央運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東５－５－１ 022-287-2277

株式会社ダイカツ　仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町６－１ 022-385-7635

アクロストランスポート株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁の目北町１５－２ 022-287-0042

法成寺運輸株式会社　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁目字赤沼４－２ 022-354-1426

株式会社リネット　仙台営業所 宮城県仙台市若林区六丁目字南９７－３東ｅ－環境仙台ビル３Ｆ 022-287-4321

武蔵貨物自動車株式会社　仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁目字南９８－２ 022-288-5525

秋保運送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原３１－３ 022-391-1345

カメイ物流サービス株式会社　仙台泉営業所 宮城県仙台市泉区市名坂南前１番１ 022-373-5295

アートコーポレーション株式会社　仙台支店 宮城県仙台市泉区七北田字新田１２－６ 022-374-0123

有限会社若生実業　本社営業所 宮城県仙台市泉区実沢字清吾１３番地 022-379-3929
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号

株式会社カネヨシ　仙台営業所 宮城県仙台市泉区松森字刺松１番地１ミヤジョウビル２０１号 022-343-7242

伊東工業株式会社　本社営業所 宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛３６番地１、３５－２ 022-375-9020

エア・ウォーター食品物流株式会社　泉営業所 宮城県仙台市泉区明通２丁目９－１ 022-725-5310

河北新報輸送株式会社　本社営業所 宮城県仙台市泉区明通３－１３ 022-777-5081

株式会社ヒューテックノオリン　東北支店 宮城県仙台市泉区明通３丁目２９ 022-378-5410

ヤマト運輸株式会社　仙台泉崎センター 宮城県仙台市太白区泉崎２－２０－１４ 080-5068-1971

アーティクルキャリー株式会社トーコー　仙台営業所 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西１３７番９ 022-281-0252

石巻市 株式会社三協運輸サービス　石巻営業所 宮城県石巻市開成１－４３ 0225-98-3256

有限会社勝又運輸　本社営業所 宮城県石巻市魚町２丁目５番２号 0225-94-2240

株式会社仙台丸水配送　石巻営業所 宮城県石巻市魚町３丁目１３－８ 0225-22-6550

株式会社小野寺運輸　本社営業所 宮城県石巻市鹿又字新高田５３番１ 0225-24-8656

有限会社佐々建運輸　本社営業所 宮城県石巻市鹿又字道的前３５７ 0225-75-2737

センコーエーラインアマノ株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市大街道南３丁目１５０－１ 0225-96-8220

新東運輸株式会社　本社営業所 宮城県石巻市大街道北３丁目１６－１２６，１６－２５ 0225-96-6621

日本郵便株式会社　石巻郵便局 宮城県石巻市南中里３－１５－４２ 0225-95-4053

第一貨物株式会社　石巻営業所 宮城県石巻市湊字大門崎１２８ 0225-22-5185

有限会社馬場建運送　本社営業所 宮城県石巻市流留字１番囲１ 0225-97-2453

有限会社丸昭運輸　本社営業所 宮城県石巻市流留字七勺９－１３ 0225-24-3305

岩沼市 鋼栄物流株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市下野郷字新田１１６ 0223-35-6135

株式会社久津運送店　仙台営業所 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼２２－４ 0223-23-2088

東北トラッキング株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市下野郷字西原５番７ 0223-22-4116

大衡運送株式会社　岩沼営業所 宮城県岩沼市空港南２－１－３ 0223-24-1264

エア・ウォーター食品物流株式会社　南東北営業所 宮城県岩沼市空港南２丁目１－６ 0223-36-8520

守屋運輸株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市阿武隈二丁目３５ 0223-24-2111

清興運輸株式会社　仙台営業所 宮城県岩沼市空港南３－１－１ 0223-23-8775

センコー株式会社　臨空ＰＤセンター 宮城県岩沼市空港南３－１－４ 0223-23-3001

阿武隈運輸株式会社　本社営業所 宮城県岩沼市吹上２－６－２２ 0223-22-3457

東北三八五流通株式会社　岩沼営業所 宮城県岩沼市吹上２丁目１３０－１ 0223-23-2477

大崎市 株式会社デイライン　東北支店みちのく物流センター 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前６０－２ 0229-72-2115

株式会社竹の内運送　本社営業所 宮城県大崎市古川休塚字目見田３０－１ 0229-28-3703

株式会社グランツ　本社営業所 宮城県大崎市古川荒谷字新小道４１，４２－１ 0229-28-2031

株式会社大昇物流　本社営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜２２８，２２９ 0229-28-1700

センコン物流株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地３６４－８ 0229-28-1651

丸一運送株式会社　古川営業所 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地３６４番地５ 0229-28-4389

株式会社アストモスガスセンター東北　大崎営業所 宮城県大崎市古川若葉町２丁目４４番地１ 0229-91-0501
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
東北西濃運輸株式会社　古川営業所 宮城県大崎市三本木坂本字青山８ 0229-52-5517

有限会社三興運輸　本社営業所 宮城県大崎市三本木坂本字青山９－１ 0229-52-2551

株式会社此川運輸　宮城営業所 宮城県大崎市三本木南谷地字要害３７５－１，３７４－１，３５３－３ 0229-52-6033

角田市 株式会社グランツ　仙南営業所 宮城県角田市島田字林２４－１ 0224-62-1831

気仙沼市 日通気仙沼運送株式会社　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市下八瀬４３８－２ 0226-55-2295

株式会社大一物流　気仙沼営業所 宮城県気仙沼市赤岩四十二２０ 0226-29-6575

株式会社マキノ運輸　本社営業所 宮城県気仙沼市赤岩四十二４１番地４ 0226-24-6363

塩釜市 大郷運輸株式会社　本社営業所 宮城県塩釜市貞山通３丁目２９－１２ 022-361-0315

塩竈市 株式会社岡崎運輸　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町１－１２７－４９ 022-365-1081

東北陸運株式会社　本社営業所 宮城県塩竈市新浜町２－２－４２ 022-364-0125

株式会社東北三光　本社営業所 宮城県塩竈市貞山通３－７－２７ 022-366-2701

白石市 東北乳運株式会社　白石営業所 宮城県白石市福岡深谷字佐久来５番２４ 0224-26-9131

多賀城市 結城運輸倉庫株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市栄３－２８－１ 022-362-3409

有限会社旭運送　本社営業所 宮城県多賀城市栄３－５４－１ 022-363-2313

株式会社ニヤクコーポレーション　多賀城事業所 宮城県多賀城市栄３丁目４９－４ 022-365-7131

アサガミ株式会社　仙台営業所 宮城県多賀城市宮内１－８－７５ 022-365-4121

幸栄運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２－３－２ 022-365-5218

株式会社宮城陸送　本社営業所 宮城県多賀城市宮内２丁目４－１－１ 022-366-5121

伊藤トラック有限会社　本社営業所 宮城県多賀城市大代１－１８６－３ 022-366-1131

株式会社ゼロ・プラス東日本　仙台カスタマーサービスセンター 宮城県多賀城市町前１丁目７番２号 022-366-3350

龍北運輸株式会社　本社営業所 宮城県多賀城市明月１－１－１３ 022-367-5533

富谷市 株式会社ランテック　仙台支店 宮城県富谷市成田９－７－２ 022-348-3211

登米市 三愛ロジスティクス株式会社　迫営業所 宮城県登米市迫町佐沼字南散田２５５ 0220-22-7330

株式会社大一物流　本社営業所 宮城県登米市迫町北方字舟橋前３３ 0220-22-7501

名取市 センコン物流株式会社　本社営業所 宮城県名取市下余田字中荷６７２－１ 022-382-2156

西濃運輸株式会社　仙台南支店 宮城県名取市高館熊野堂余方上３０－２ 022-386-2231

株式会社サカイ引越センター　東北支社 宮城県名取市上余田字千刈田９００－４ 022-384-8411

郡山運送株式会社　仙台営業所 宮城県名取市大曲字布田１５６ 022-385-2650

東松島市 有限会社武山商運　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字七反谷地４３４－１０ 0225-25-4501

株式会社コイシカワ　石巻営業所 宮城県東松島市赤井字新川前２８－４ 0225-98-4093

まるせい商運株式会社　本社営業所 宮城県東松島市大曲字上納南１－４ 0225-22-8233

古川市 株式会社アルプス物流　古川営業所 宮城県古川市桜の目新高谷地３６４－５ 0229-28-4131

古川貨物株式会社　本社営業所 宮城県古川市北宮沢字南原３１－５ 0229-29-2314

宮城郡 株式会社丸運トランスポート東日本　東北支店宮城営業所 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６ー４０ 022-365-3120
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ファースト運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目９－４ 022-349-0811

日成運輸株式会社　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町利府字新舘１３番地 022-355-2661

亘理郡 東北センコー運輸株式会社　本社営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原１６７－１ 0223-34-1043

大川運輸株式会社　宮城営業所 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字堰下１７６－１ 0223-34-5844

日化運輸株式会社　仙台営業所 宮城県亘理郡亘理町荒浜字我妻１０１ 0223-35-2965

加美郡 株式会社エスエスシー　本社営業所 宮城県加美郡加美町下多田川字百沢７２－１０ 0229-63-7121

群馬小型運送株式会社　東北営業所 宮城県加美郡加美町下多田川字百沢７２－６ 0229-25-8231

関東運輸株式会社　色麻営業所 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付７－１０ 0229-66-1171

丸一運送株式会社　本社営業所 宮城県加美郡色麻町四竈字向町１１０ 0229-65-3501

刈田郡 東北三八五流通株式会社　仙台南営業所 宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎字山崎６－１ 0224-22-7384

黒川郡 躍進運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋９５－１ 022-779-5318

大衡運送株式会社　本社営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原６７－１３ 022-344-8228

ラクダ運輸株式会社　仙台営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字萱刈場１７７番地１ 022-345-6046

大五運送株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村大衡字竹ノ内沢５６－２ 022-344-8282

株式会社マルノウチ　東北営業所 宮城県黒川郡大衡村中央平２番地 022-346-0590

株式会社丸祐運送　仙台営業所 宮城県黒川郡大和町吉岡雷神７－１ 022-347-2023

株式会社関商ネットワーク　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平３－３－３ 022-343-0428

レンゴーロジスティクス株式会社　新仙台営業所 宮城県黒川郡大和町松坂平６－３－２ 022-344-1033

朝日ケ丘運輸株式会社　宮城営業所 宮城県黒川郡大和町流通平４－３ 0223-45-2503

株式会社ビー・アイ運送　東北総合物流センター 宮城県黒川郡大和町流通平５－２ 022-347-2531

池田興業株式会社　仙台支店 宮城県黒川郡富谷町ひより台２－３－８ 022-358-6181

柴田郡 有限会社冨樫運輸　本社営業所 宮城県柴田郡柴田町船岡字山田１－５ 0224-54-3630

三愛ロジスティクス株式会社　東北物流課 宮城県柴田郡柴田町中名生字神明堂１－１ 0224-54-1614

株式会社三協運輸サービス　柴田営業所 宮城県柴田郡柴田町東船迫２－１７ 0224-86-5161

株式会社ロジス・ワークス　仙台事業所 宮城県柴田郡柴田町船岡字丸山崎１－２ 0224-53-1121

両備トランスポート株式会社　宮城営業所 宮城県柴田郡村田町大字沼田字蛇沢４１番地１ 0224-83-5508

大誠運輸株式会社　本社営業所 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 0224-53-3345

遠田郡 有限会社睦建設運輸　仙北営業所 宮城県遠田郡美里町関根字谷地浦６１ 0229-34-3701

ベア・ロジコ株式会社　宮城営業所 宮城県遠田郡涌谷町字一本柳２１０－１ 0229-87-4119

登米郡 株式会社東北エムライン　本社営業所 宮城県登米郡迫町北方字川戸沼３３ 0220-22-0352

有限会社米山運送　本社営業所 宮城県登米郡米山町西野字三番江３５－９ 0220-55-2602
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