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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
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

トランスパック株式会社　本社営業所 福島県福島市下鳥渡字新町西４－１ 024-573-8667

株式会社曙運輸　東北営業所 福島県福島市鎌田字卸町６番地１ 024-554-0055

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

株式会社青運　本社 福島県福島市宮代字段の腰１２６－２ 024-554-2262

アートコーポレーション株式会社　福島支店 福島県福島市黒岩字榎平４９番２ 024-544-0123

トランスパック株式会社　福島東営業所 福島県福島市瀬上町字南中川原１－１ 024-552-2911

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

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

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

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

ヤマト運輸株式会社　福島矢野目支店 福島県福島市南矢野目字菅原５０－２３ 080-5068-0132

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

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

遠藤運輸株式会社　本社営業所 福島県福島市北矢野目窪田３５番地６ 024-557-9381

みちのく陸運株式会社　福島トラックステーション営業所 福島県福島市北矢野目字窪田３５－６ 024-557-5145

会津若松市 磐梯貨物株式会社　本社営業所 福島県会津若松市インター西１２番地 0242-22-1441

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

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

株式会社バイタルエクスプレス　会津営業所 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字村東１３０－１、１３０－４、１５１－１ 0242-37-0807

株式会社ムラセエコライン　東北営業所 福島県会津若松市河東町八田字東天屋２０番１ 0242-75-5116

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

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

東北王子運送株式会社　会津営業所 福島県会津若松市神指町北四合字横沼東１２０－１、１０５－１、１２８－２ 0242-25-2825

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 0246-38-8523

誠和梱枹運輸株式会社　いわき営業所 福島県いわき市好間工業団地１－２６ 0246-36-7561

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

ヤマト運輸株式会社　いわき好間支店 福島県いわき市好間工業団地３－１６ 080-5068-1413

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

いわき陸運株式会社　本社営業所 福島県いわき市三沢町沼平５９ 0246-78-1690

岡田陸運株式会社　本社営業所 福島県いわき市小川町西小川字上居合１５３ 0246-83-0110
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ヤマト運輸株式会社　いわき小名浜支店 福島県いわき市小名浜岡小名字御代坂３６番、３３番４、３３番５ 080-5044-3533

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

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２４７－１３，２４７－１５４ 0246-52-1650

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

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

株式会社未来　いわき営業所 福島県いわき市常磐西郷町落合２７６、２７７－２ 0246-68-7513

東日本エア・ウォーター物流株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉玉露２－１０－７ 0246-56-3418

三つ山運送株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１５５ 0246-96-6366

喜美運送株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６３（利兼） 0246-96-6371

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

磐栄運送株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－９７ 0246-96-6311

若林運送株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字八合７８－１ 0246-75-1000

誠和梱枹運輸株式会社　いわき営業所小名浜輸送センター 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－１１ 0246-88-8290

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

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

いわき大王紙運輸株式会社　本社営業所 福島県いわき市南台４丁目３－５ 0246-62-1126

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

ヤマト運輸株式会社　いわき平センター 福島県いわき市平字正内町９８ 080-6698-5113

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

喜多方市 ヤマト運輸株式会社　喜多方南支店 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 有限会社髙坂運輸　本社営業所 福島県郡山市逢瀬町多田野字上山田原１－１１９ 024-957-3593

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

郡山運送株式会社　郡山通運営業所 福島県郡山市安積町荒井字庚段１－１、道場２５－１１ 024-943-0590

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

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

ヤマト運輸株式会社　郡山安積センター 福島県郡山市安積二丁目３６５番地２ 080-5044-3425

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

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

セイノースーパーエクスプレス株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町卸２丁目３２－１ 024-959-5330

株式会社ロジコム　郡山支店 福島県郡山市喜久田町卸３－３ 024-973-7910

株式会社ジャス　郡山 福島県郡山市喜久田町卸３丁目１６ 024-959-3680

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

福山エクスプレス株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池１９－１ 024-959-2645

株式会社伊藤運輸　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３４２ 024-959-3416
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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

株式会社アイビーエスサービス　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２７－１ 024-959-5460

郡山宅配運輸有限会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字上追池１ 024-963-2251

新潟運輸株式会社　郡山 福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１ 024-959-3366

株式会社首都圏物流　郡山センター 福島県郡山市喜久田町字上追池４８番１ 024-954-4891

株式会社未来　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字上尾池５１－６ 024-983-8501

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１ 024-959-1137

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

ヤマト運輸株式会社　郡山大槻支店 福島県郡山市御前南三丁目１番地 080-5044-3524

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

中部急送株式会社　郡山 福島県郡山市待池台２丁目７番地３ 024-955-6290

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

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

株式会社福島輸送　本社 福島県郡山市田村町上行合字北川田２６－３ 024-944-9939

物産ロジスティクスソリューションズ株式会社　郡山営業所 福島県郡山市田村町谷田川字田名保４１，４３，４５－１ 024-965-1230

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田名保６９，７０ 024-965-1250

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

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

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

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

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

ビジネスサポート株式会社　本社営業所 福島県郡山市八山田四丁目９３－２ 024-991-1313

有限会社柏屋運送　富久山営業所 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１９－１ 024-943-0930

郡山陸運株式会社　本社 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前１０－１ 024-944-4801

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

株式会社バイタルエクスプレス　郡山営業所 福島県郡山市鳴神三丁目１３７番 024-951-2711

白河市 株式会社昇栄　本社 福島県白河市夏梨５－７ 0248-24-7770

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

瀬戸運輸株式会社　福島営業所 福島県白河市表郷下羽原字吉田１０番地 0248-32-4960

須賀川 ヤマト運輸株式会社　須賀川横山支店 福島県須賀川市横山町４１－１ 080-5044-3509

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

株式会社クニヨシ　本社営業所 福島県須賀川市横山町９８番地５ 0248-94-2251

株式会社ハート引越センター　郡山営業所 福島県須賀川市卸町３２番地 024-886-8101

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 0248-75-2500

株式会社ナカノサービス　須賀川営業所 福島県須賀川市森宿字道久１９－１１ 0248-94-2168
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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

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

金彰運送有限会社　福島営業所 福島県須賀川市大字松塚字北山２８番地１ 0248-75-4700

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

有限会社内山急送　本社営業所 福島県須賀川市並木町５－１ 0248-63-8021

川合運輸株式会社　西営業所 福島県須賀川市木之崎字一本木４５－１８ 0248-68-2800

伊達市 有限会社サエキ輸送　本社営業所 福島県伊達市岡沼９４－２ 024-583-5781

太平洋陸送株式会社　伊達営業所 福島県伊達市扇田２３－１ 024-583-2741

ヤマト運輸株式会社　保原支店 福島県伊達市保原町大字上保原字大割２４－２，２５－２，２６，２７－１ 080-5068-1410

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

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

二本松市 にいどの運送有限会社　本社営業所 福島県二本松市原田１１５－５ 0243-62-3456

千野運輸株式会社　福島営業所 福島県二本松市渋川字栗木内４３ 0243-53-2230

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

安達運輸株式会社　本社営業所 福島県二本松市上川崎字山崎８１番地・同所７９番地１ 0243-52-2005

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

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

丸全電産ロジステック株式会社　福島営業所 福島県二本松市北トロミ６３３ 0243-22-8900

南相馬市 東北王子運送株式会社　原町営業所 福島県南相馬市原町区桜井町１－１２７ 0244-22-1292

株式会社鈴木運送　本社営業所 福島県南相馬市原町区深野入龍田１１７－２６ 0244-23-3429

ヤマト運輸株式会社　原町南支店 福島県南相馬市原町区大字雫字南大江下２５８－３，２５８－４ 080-5068-0143

我妻運送株式会社　本社営業所 福島県南相馬市原町区大木戸字南原８８－２ 0244-23-2944

丸カ運送株式会社　本社営業所 福島県南相馬市原町区中太田字後廹２８０，２８１－１ 0244-23-6111

本宮市 株式会社ナカノサービス　福島営業所 福島県本宮市糠沢字羽黒２７１－２ 0243-44-4091

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

佐川急便株式会社　郡山営業所 福島県本宮市荒井字久保田１１１－１ 0243-24-1086

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

東北西部運輸株式会社　本社営業所 福島県本宮市荒井字恵向１２１番地５６ 0243-63-5855

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

関東運輸株式会社　福島営業所 福島県本宮市荒井字青田原２０９番８ 0243-24-1180

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

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

東日本エア・ウォーター物流株式会社　郡山営業所 福島県本宮市仁井田字一里壇２４番地 0243-24-7460

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
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
安達郡 株式会社サンロジスティックス　郡山営業所 福島県安達郡大玉村大山字仲江３２０ 0243-68-2058

株式会社アサヒセキュリティ　郡山営業所 福島県安達郡大玉村大山字堂ヶ久保３番地２ 0243-62-2345

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

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

大沼郡 有限会社湯島運輸　会津北営業所 福島県大沼郡会津美里町宮里９－３ 0242-55-1755

相馬郡 新地発電産業株式会社　本社営業所 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神１－１ 0244-62-5051

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

楠原輸送株式会社　福島営業所 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神西１番１４ 0244-63-2033

有限会社ビートル　本社営業所 福島県相馬郡新地町谷地小屋南狼沢４－６７ 0244-62-5444

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

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

菱東運輸倉庫株式会社　新白河営業所 福島県西白河郡西郷村大字米字椙山９－４１ 0248-25-5004

株式会社大野運輸　白河営業所 福島県西白河郡泉崎村泉崎中核工業団地１６－６ 0248-54-1150

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 0248-53-3422

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

川合運輸株式会社　矢吹営業所 福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５番９ 0248-21-7035

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

株式会社三協運輸サービス　矢吹 福島県西白河郡矢吹町東郷３００ 0248-21-9571

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

ヤマト運輸株式会社　棚倉センター 福島県東白川郡棚倉町大字流字永君３－３ 080-5451-3506

鈴木運送株式会社　本社営業所 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６４－１ 0247-46-3115

双葉郡 ヤマト運輸株式会社　広野センター 福島県双葉郡広野町大字上北迫字岩沢２９－３８ 080-6699-7665

南会津郡 佐川急便株式会社　会津田島営業所 福島県南会津郡南会津町中荒井字油燈下１０３－１ 0241-63-1256

有限会社湯島運輸　本社営業所 福島県南会津郡南会津町田島字田部原３１－１ 0241-62-3666

耶麻郡 ヤマト運輸株式会社　磐梯高原支店 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字トウフケ５９－１ 080-6699-8348
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