
H30.12.13
市区郡名 事業所名 住所 電話番号
静岡市 ヒダ物流株式会社　静岡支社 静岡県静岡市葵区新伝馬３丁目２３－１８ 054-273-4170

静岡保安センター株式会社　本社 静岡県静岡市葵区川合３丁目１３－１ 054-261-2757

ヤマト運輸株式会社　静岡しずはたセンター 静岡県静岡市葵区福田ケ谷字猪ノ鼻新田３７９－１ 080-5043-4091

東海造船運輸株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市葵区流通センター１０番地８ 054-263-1190

日軽物流株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区曲金３丁目２－１ 054-289-2918

正和物流株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６ 054-204-2233

株式会社エムツー静岡　本社営業所 静岡県静岡市駿河区下川原６丁目１０番１５号 054-258-9341

太陽急配株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区丸子１－１２－５ 054-259-1645

日本通運株式会社　静岡西ロジスティクスセンター 静岡県静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６４５９－６ 054-257-6660

山崎運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区宮竹１丁目１３４－１ 054-236-1154

有限会社望栄　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区宮竹２丁目１７番１６号 054-238-8670

中央急送株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目２－２４ 054-283-3625

岡山県貨物運送株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区広野３－２５－１９ 090-1479-4521

有限会社静岡急便　本社営業所 静岡県静岡市駿河区高松二丁目１４番２号 054-236-0561

トナミ運輸株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区手越原字川久保４２ 054-259-7181

原川倉庫運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区西島字光免２３９－１ 054-238-8555

静岡通運株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区池田３４６ 054-261-8101

株式会社グリーンサービス　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区池田６５ー６ 054-203-3056

静岡県新聞輸送株式会社　静岡インター営業所 静岡県静岡市駿河区中村町４０５－１ 054-281-5931

藤田建材株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区中島７４７番地の１３ 054-286-8034

福山エクスプレス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区中島字外面割８５ 054-288-8068

丸大通商株式会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区中島字西浜ケウラ１４２０－１ 054-287-9335

ヤマト運輸株式会社　静岡中島支店 静岡県静岡市駿河区中島字東通久能道下１００４－１ 080-5043-3999

有限会社神和　本社営業所 静岡県静岡市駿河区馬淵三丁目９番２０号 054-283-0343

セイノースーパーエクスプレス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区弥生町２－６９ 054-262-8821

駿河流通株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区庵原町字小路１４７７－２ 054-366-8400

清水臨港通運株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区横砂１５９６（横砂字寺西１５９６－２） 054-363-5000

株式会社東邦運輸　静岡営業所 静岡県静岡市清水区蒲原４９９９－１０ 054-388-3700

ヤマト運輸株式会社　富士川支店 静岡県静岡市清水区蒲原字桝形向高台４９３２－７ 080-5043-3982

大黒運輸株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区蒲原字六番向道下５１４５ 054-385-2131

株式会社東海スワロートラック　静岡本社営業所 静岡県静岡市清水区蒲原字六番向道下５１４６－２，５１４９－２ 054-385-5131

港トラック運送株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５－６３ 054-369-0171
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ヤマト運輸株式会社　清水江尻支店 静岡県静岡市清水区江尻台町２３－２９ 080-6699-6030

東海弘通株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区高橋６－７０９－１ 054-366-1623

中央ロジテック株式会社　本社 静岡県静岡市清水区三保３８７番地７ 054-337-2025

株式会社エスワイプロモーション　静岡営業所 静岡県静岡市清水区新港町７番２ 054-355-2200

日東富士運輸株式会社　静岡支店 静岡県静岡市清水区清開３丁目３番１７号 054-334-2452

株式会社鈴与カーゴネット静岡　本社営業所 静岡県静岡市清水区清開３丁目４番２１号 054-335-2111

エス・ティー・サービス株式会社　静岡 静岡県静岡市清水区西久保１８－１ 054-367-8690

静岡山章運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区西久保１丁目６３０－４ 054-366-0440

ヤマト運輸株式会社　清水袖師支店 静岡県静岡市清水区袖師町５１５－３ 080-5043-3970

新光運輸株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区袖師町字井戸尻５１２ー１ 054-363-0832

シグマロジスティクス株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区長崎８６ 080-5386-1151

サーラ物流株式会社　エルネット静岡営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字寺川下３６１－１ 054-347-4810

サーラ物流株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字寺川下３６１－１ 054-347-4121

中部陸運株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区堀込字立町１－２ 054-347-4111

熱海市 有限会社和田　本社営業所 静岡県熱海市泉元門川字大黒崎２６９番地２８他１筆 0557-82-0634

伊東市 福山通運株式会社　伊東営業所 静岡県伊東市宇佐美字北田１１３１－１７ 0557-47-3911

伊豆の国市 長岡運輸株式会社　本社営業所 静岡県伊豆の国市長岡字節米田３９９－２ 055-948-5211

伊豆市 ヤマト運輸株式会社　伊豆支店 静岡県伊豆市熊坂字六地蔵４９９－１，５００－１ 080-5043-4120

磐田市 田地川運送株式会社　本社営業所 静岡県磐田市海老島３８－３ 0538-66-4131

東京高速陸運株式会社　浜松営業所 静岡県磐田市見付１７２０－１７０ 0538-38-6330

株式会社ナルキュウ　静岡営業所 静岡県磐田市見付字美登里１７９０－１ 0538-34-3017

中央輸送株式会社　浜松営業所 静岡県磐田市見付字桧子ヶ谷１７１５－６ 0538-59-0555

北勢運送株式会社　磐田支店 静岡県磐田市向笠西５２９ 0538-34-6245

豊岡協同輸送有限会社　本社営業所 静岡県磐田市松之木島字柳野２１５４－２ 0539-62-2344

東豊運輸株式会社　本社営業所 静岡県磐田市上岡田字井ノ亀５４３－１０ 0538-36-1018

相生運送有限会社　磐田営業所 静岡県磐田市上神増字井西１６７８番地の１ 0539-62-9706

ニシリク株式会社　中部支店 静岡県磐田市上万能字西村１７２－３ 0538-36-7777

ヤマト運輸株式会社　磐田見付支店
静岡県磐田市水堀２２０番地（地番表示：磐田市水堀２１９番地、２２０番
地）

080-6699-6069

株式会社トランスポート・オオスギ　赤池営業所 静岡県磐田市赤池２２１ 0538-39-3110

ヤマト運輸株式会社　磐田支店 静岡県磐田市大原字一貫八百野４８２ 080-5043-3617

掛川市 新潟運輸株式会社　掛川支店 静岡県掛川市薗ヶ谷字古明６７０－１他７筆 0537-22-5201

豊橋港陸運株式会社　大東営業所 静岡県掛川市海戸字梶田４６８番地１ 0537-28-8171

サーラ物流株式会社　中遠営業所 静岡県掛川市細田字一の坪２２２ 0537-21-7848

松浦梱包輸送株式会社　本社営業所 静岡県掛川市梅橋３５１－１ 0537-24-1811

ケミカルトランスポート株式会社　静岡営業所 静岡県掛川市浜川新田１３２６－１ 0537-72-5511
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
菊川市 十和運送株式会社　静岡支店 静岡県菊川市加茂字山田１４７１－１ 0537-37-3737

株式会社ジャトス　静岡事業所 静岡県菊川市三沢１５００の６０ 0537-35-1283

ヤマト運輸株式会社　菊川支店 静岡県菊川市西横地字松下６００－１ 080-5043-3679

東海造船運輸株式会社　菊川営業所 静岡県菊川市中内田６５３４番地の１ 0537-37-2051

湖西市 株式会社大元　本社営業所 静岡県湖西市新居町新居字向島２１０番地１ 053-525-6337

株式会社クラショウ　本社営業所 静岡県湖西市白須賀字元町５２０－１ 053-573-1077

遠州トラック株式会社　湖西営業所 静岡県湖西市白須賀字宿北６２７３ 053-579-1990

御前崎市 清水臨港通運株式会社　御前崎営業所 静岡県御前崎市港６６２０－１９ 0548-63-0355

青葉総業有限会社　本社営業所 静岡県御前崎市新野字木ヶ谷２４６番地の１ 0537-86-7812

御殿場市 植松運送株式会社　本社営業所 静岡県御殿場市御殿場字下町８１－１ 0550-82-0858

株式会社金羊社ロジテム　御殿場営業所 静岡県御殿場市神場２－１ 03-3750-8921

トヨタ輸送関東株式会社　東富士営業所 静岡県御殿場市神場２－７ 0550-80-3811

株式会社マルノウチ　東富士営業所 静岡県御殿場市神場２－７ 0550-80-3303

ヤマト運輸株式会社　御殿場板妻支店 静岡県御殿場市板妻字堀田３７－２３９ 080-5043-4274

有限会社御殿場特車　本社営業所 静岡県御殿場市保土沢字下村５９６－５ 0550-89-0704

下田市 和泉陸運有限会社　本社営業所 静岡県下田市加増野字芝崎１１０－１ 0558-28-0038

島田市 大河原運送株式会社　横井営業所 静岡県島田市横井２丁目２２番３６号 0547-37-7114

ヤマト運輸株式会社　島田支店 静岡県島田市横井２丁目４６６３－１ 080-5043-3519

水谷運輸株式会社　本社営業所 静岡県島田市横岡新田３２２－１ 0547-46-3457

鴻池運輸株式会社　島田金谷スイッチセンター営業所 静岡県島田市金谷東２丁目３４－８ 0547-54-4481

駿遠運送株式会社　島田営業所
静岡県島田市御仮屋町７５２２－２、７５２２－３、７４６９－１、７４６９
－３

0547-36-6631

山岸運送株式会社　本社営業所 静岡県島田市大柳２６６番地 0547-38-3145

中央輸送株式会社　島田営業所 静岡県島田市中河８２２番地１２ 0547-38-6116

優伸運輸株式会社　中部営業所 静岡県島田市中河字四百間裏１０７４番地の２ 0547-30-0919

株式会社日之出運輸　静岡支店 静岡県島田市中河字大西３３３番地１ 0547-30-4111

カトーレック株式会社　静岡営業所 静岡県島田市中河字八幡島新田境９０５－４ 0547-38-4105

増田運送株式会社　本社営業所 静岡県島田市中溝町２５３０－１ 0547-35-6188

裾野市 ヤマト運輸株式会社　裾野支店 静岡県裾野市伊豆島田字中通５１２－８ 080-5043-4182

福山通運株式会社　裾野営業所 静岡県裾野市下和田字下和田原５３－１，５７－１，５７－１０ 055-997-5300

ヤクルトロジスティクス株式会社　裾野営業所 静岡県裾野市下和田字十三郎６５３－１ 055-997-1456

株式会社サン・エンジニアリング　東富士営業所 静岡県裾野市御宿字小嵐１７０２－１７ 055-965-3630

沼津市 有限会社渡辺運輸　沼津営業所 静岡県沼津市一本松字川マタギ６６６－１ 055-966-7186

ヤマト運輸株式会社　沼津下香貫センター 静岡県沼津市下香貫汐入２２１０－３ 080-5451-8835

株式会社ＮＫトランス　沼津営業所 静岡県沼津市原２６７４－１２ 055-969-2800
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
安信運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市志下字中通６５３－２ 055-931-0500

日本通運株式会社　沼津航空貨物センター 静岡県沼津市小諏訪字正改３９－１ 055-924-0631

静神運輸株式会社　本社 静岡県沼津市西沢田字西荒２４８－１ 055-924-8181

株式会社エフ・ライン　沼津営業所 静岡県沼津市西島町１２－１６ 055-932-7198

沼津通運倉庫株式会社　沼津港営業所 静岡県沼津市千本港町１３０ 055-962-0581

伊豆西濃運輸株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市松長８０２ 055-924-1002

中央運送株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市千本港町２９－１ 055-951-6880

株式会社大村総業　沼津 静岡県沼津市双葉町３３８－１５ 055-921-4939

片山運輸機工株式会社　本社営業所 静岡県沼津市大岡２７８９－１ 055-921-7884

ＳＢＳゼンツウ株式会社　沼津（個配）営業所 静岡県沼津市大岡７１－１ 055-941-7990

有限会社望栄　沼津営業所 静岡県沼津市大諏訪字寺田町５２１番地の３ 055-955-8971

日本通運株式会社　沼津警送事業所 静岡県沼津市東間門２４３－２ 055-952-8400

株式会社トレードトラスト　沼津共配支店 静岡県沼津市東椎路４６０番地１ 055-924-8361

西浦貨物運送株式会社　本社営業所 静岡県沼津市内浦重寺字島合２０５－２３ 055-943-2021

綜合警備保障株式会社　沼津支社 静岡県沼津市白銀町２－１ 055-951-3355

平和みらい株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市北高島町１３番１０ 055-921-3241

和泉陸運有限会社　沼津営業所 静岡県沼津市柳沢７９５番地の２ 055-968-7488

ヤマト運輸株式会社　沼津緑ヶ丘支店 静岡県沼津市緑が丘３－１ 080-5045-4013

浜松市 協業組合浜松輸送センター　本社 静岡県浜松市西区湖東町３０１４ 053-486-5152

株式会社ティ・ダブル・ライン浜松　本社営業所 静岡県浜松市西区湖東町３５１７番５ 053-486-2888

遠州トラック株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市西区湖東町５７２０－１ 053-486-1111

株式会社サンコーファースト　本社営業所 静岡県浜松市西区湖東町字東名南５８５０ 053-486-2121

株式会社コトー　本社営業所 静岡県浜松市西区湖東町字南原３５０６番１ 053-486-0888

アート梱包運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市西区桜台１丁目５－１ 053-420-1144

株式会社マーリス　本社営業所 静岡県浜松市西区桜台１丁目５－１ 053-437-0136

有限会社堀内運輸　本社営業所 静岡県浜松市西区大人見町１５００－１７０ 053-484-3055

ヤマト運輸株式会社　浜松大人見支店 静岡県浜松市西区大人見町字アタミ１３６６－１ 053-485-7512

大五運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市西区坪井町字新田前４４９３－２ 053-447-8181

舞阪運送株式会社　浜田営業所 静岡県浜松市西区舞阪町浜田４０７、４０８ 053-592-0306

株式会社ギオン　浜松ステーション 静岡県浜松市中区高丘西１丁目５－２９ 053-438-2639

ヤマト運輸株式会社　浜松高丘支店 静岡県浜松市中区高丘西２丁目３２番７１号 080-5098-1231

八洲輸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市中区高丘西４－１７－１８ 053-437-4807

ダイセーエブリー二十四株式会社　浜松ハブセンター 静岡県浜松市中区高丘西４丁目１０２－１ 053-430-4037

静岡県新聞輸送株式会社　浜松西インター営業所 静岡県浜松市中区高丘西二丁目１２－３ 053-438-4441

株式会社マイシン　浜松東営業所 静岡県浜松市東区長鶴町２２４－１ 053-467-5155
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
ホンダ運送株式会社　中部事業所浜松センター 静岡県浜松市中区高丘東２丁目７番２７号 053-436-1321

日本郵便株式会社　浜松西郵便局ゆうパック分室 静岡県浜松市中区神田町字橋下１２２３ 053-477-0550

新潟運輸株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区下石田町字皆敷３２６－１他７筆 053-422-1331

両備トランスポート株式会社　静岡営業所 静岡県浜松市東区笠井上町６９番地５ 053-432-8822

岡山県貨物運送株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区丸塚町字舞台１０５－１ 053-461-7412

日本通運株式会社　浜松警送事業所 静岡県浜松市東区材木町字伝平坪８３０ 053-422-7651

株式会社ハート引越センター　浜松営業所 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町５１７ 053-541-8101

株式会社グリーンサービス　浜松営業所 静岡県浜松市東区将監町２３－１ 053-466-4557

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区上新屋町字高川１２２ 053-468-1381

日本通運株式会社　浜松航空貨物センター 静岡県浜松市東区上石田町字木兵田１０８５，１０８６ 053-431-1130

東海造船運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区西塚町１ 053-461-9170

株式会社アトランス　本社営業所 静岡県浜松市東区中里町字諏訪６３９ 053-423-7070

株式会社ダイコー商運　白鳥 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３３１ 053-422-5511

株式会社セイリュウ　本社 静岡県浜松市東区豊町６１００－１ 053-435-4568

トランコムＤＳ株式会社　磐田営業所 静岡県浜松市東区北島町５８６ 053-423-2500

株式会社スマイル　運輸事業所 静岡県浜松市東区北島町７９０番地ＳｕｃｃｅｓｓⅡ３０５ 053-545-4016

名鉄運輸株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区流通元町１８－１ 053-421-6111

遠鉄石油株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区流通元町７３０番地１ 053-422-2231

ヤマト運輸株式会社　浜松若林支店 静岡県浜松市南区若林町１９４６－１ 053-440-1614

ドコス株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区新橋町２５０９－１ 053-444-3121

葵ロジスティクス株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区新橋町２６６１－１ 053-444-0015

東和運輸倉庫株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区新橋町字浜新田１９３０－１ 053-442-5551

株式会社トレードトラスト　本社共配支店 静岡県浜松市南区西町字蒲島８９０ 053-425-2340

ヒダ物流株式会社　浜松支社 静岡県浜松市南区石原町２７０－１ 053-425-4120

有限会社平松商工　本社営業所 静岡県浜松市南区倉松町字大池６１５－３ 053-440-7272

株式会社東洋陸送社　浜松営業所 静岡県浜松市南区中田島町字本田１６８ 053-442-2652

浜松定温輸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市南区中田島町字本田１７２ 053-441-7160

浜松委托運送株式会社　西浜松駅営業所 静岡県浜松市南区東若林町３２－３ 053-453-3165

日本郵便輸送株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市南区法枝町字村北３７９ 053-442-8303

相生運送有限会社　本社営業所 静岡県浜松市浜北区新堀字堤外７０－６ 053-586-1355

サーラ物流株式会社　浜松北営業所 静岡県浜松市浜北区尾野２７８４－１ 053-589-0818

ヤマト運輸株式会社　浜北尾野支店 静岡県浜松市浜北区尾野字松下２１０６－７ 053-582-3812

有限会社浜北ロジステック　本社営業所 静岡県浜松市浜北区竜南５２１ 053-585-3660

株式会社北信　本社営業所 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２番地の３２ 053-527-3700

ヤマト運輸株式会社　浜松引佐支店 静岡県浜松市北区細江町中川字あらや下５４２３－２，５４２４ 053-523-3881
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松浦梱包輸送株式会社　引佐営業所 静岡県浜松市北区細江町中川字郷田１６５７ 053-522-4114

鈴建輸送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市北区初生町１３７２－２ 053-436-2560

袋井市 フジセーレック株式会社　本社営業所 静岡県袋井市広岡字隅田１４９７－１ 0538-43-3585

瀬戸運輸株式会社　中部支店 静岡県袋井市広岡字丁市１５９８－１ 0538-43-6211

平野カーゴ株式会社　静岡営業所 静岡県袋井市国本２３９－４ 0538-42-9480

株式会社山紀　袋井営業所 静岡県袋井市国本字森廻２５５０－１ 0538-45-2231

佐川急便株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市山科字松田２８５９ 0538-42-3125

ヤマト運輸株式会社　袋井山科支店 静岡県袋井市山科字池ノ谷３１０８－３ 0538-44-1682

此花運輸株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市小山字一丁田１５３－１ 0538-41-3615

西濃運輸株式会社　袋井支店 静岡県袋井市堀越字鍋洗３５８ 0538-42-1133

東洋サービス有限会社　袋井 静岡県袋井市湊６１０ 0538-23-0351

有限会社マスダ・エス・エス　本社営業所 静岡県袋井市鷲巣７６３番地 0538-43-7256

藤枝市 有限会社タカラ運輸　本社営業所 静岡県藤枝市岡部町三輪字大箱１５０７－１ 054-644-1332

有限会社藤枝急便　本社営業所 静岡県藤枝市下当間６２０番地１ 054-643-3270

株式会社ロジネットサポート　本社営業所 静岡県藤枝市上薮田字フジバ１１３番地の２４ 054-638-5792

新潟運輸株式会社　藤枝支店 静岡県藤枝市城南三丁目４番地２１ 054-647-2440

ヤマト運輸株式会社　藤枝大東センター 静岡県藤枝市大東町字南８２３－１ 080-5043-3809

ヤマト運輸株式会社　藤枝築地支店
静岡県藤枝市築地一丁目４４５番３（住居表示：静岡県藤枝市築地一丁目４番
１号）

080-5481-6050

株式会社アトランス　藤枝営業所 静岡県藤枝市堀之内１丁目１０－３ 054-644-1082

株式会社ピジョン　本社営業所 静岡県藤枝市堀之内１丁目１５番地３ 054-631-7887

静岡保安センター株式会社　中部支店 静岡県藤枝市堀之内１丁目１番地１０ 054-643-3311

ヤマト運輸株式会社　藤枝堀之内支店 静岡県藤枝市堀之内字井戸上４５６－１ 080-5043-3867

富士宮市 ヒタチ株式会社　静岡ハブセンター 静岡県富士宮市宮原５８８－２マスビルⅡ７号 0544-59-1055

株式会社富士ミルク　本社営業所 静岡県富士宮市上井出字河原端２２４７番地９ 0544-54-0819

株式会社山紀　富士営業所 静岡県富士宮市西山字奥野原２５２２－３ 0544-65-5670

京極運輸商事株式会社　富士営業所 静岡県富士宮市内房４３８６－１ 0544-62-2311

ヤマト運輸株式会社　富士宮北山センター 静岡県富士宮市北山字東下組５２７５－６ 080-5045-2605

東洋陸運株式会社　富士営業所 静岡県富士宮市北山字峯６１６１ 0544-59-2626

ヤマト運輸株式会社　富士宮万野原センター 静岡県富士宮市万野原新田字東原３０６４－１、３０６４－３ 090-5108-2152

ヤマト運輸株式会社　富士宮淀師支店 静岡県富士宮市淀師字俎板橋１４３－１ 080-5045-2617

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士原田支店 静岡県富士市原田字上八反田１４２－３ 080-5043-4247

デリバリーエース株式会社　本社営業所 静岡県富士市今泉字高尾奈４４１－１ 0545-53-7744

長貫運送有限会社　本社営業所 静岡県富士市今泉字三条３４２－３ 0545-51-1125

中越テック株式会社　静岡営業所 静岡県富士市松本字南久保９番地の１ 0545-30-7811
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勝陽運輸有限会社　本社営業所 静岡県富士市新橋町６－５ 0545-53-3618

株式会社スワンサービス　富士営業所 静岡県富士市森島４９７－１ 05-4567-0391

ヤマト運輸株式会社　富士青島支店 静岡県富士市青島町２４８ 080-5043-4234

ヒダ物流株式会社　富士支社 静岡県富士市前田字広町１３３－１ 0545-63-9188

富士センコー運輸株式会社　前田営業所 静岡県富士市前田字広町１３５－１ 0545-64-0310

有限会社丸英　本社営業所 静岡県富士市増川字横町４５４番地の３ 0545-39-1515

日本郵便輸送株式会社　富士営業所 静岡県富士市大淵２５７８－１ 0545-32-9910

ジェーワイシー株式会社　本社 静岡県富士市中丸字木ノ市２７番地の１ 0545-64-0781

東海造船運輸株式会社　富士営業所 静岡県富士市中島７２番地の１ 0545-64-8377

第一貨物株式会社　富士支店 静岡県富士市中里字大角２５４５－１１ 0545-33-0620

東和通商株式会社　本社営業所 静岡県富士市津田字中新田１９２－１１ 0545-53-3137

花村運送株式会社　富士営業所 静岡県富士市天間字高屋５８８－４ 0545-71-2130

王子陸運株式会社　富士営業所 静岡県富士市伝法１１８０－１ 0545-32-9002

株式会社グリーンサービス　富士営業所 静岡県富士市伝法５７３－２ヒルズ中原１階 0545-23-3922

山陽自動車運送株式会社　富士営業所 静岡県富士市島田町１丁目１４３、１４４ 054-283-1920

株式会社セイセイトラフィック　富士営業所 静岡県富士市島田町２丁目９２ 0545-53-2310

株式会社ベストランス　富士川営業所 静岡県富士市南松野２２１５－１ 0545-56-3121

日軽物流株式会社　富士営業所 静岡県富士市比奈字九反田６０３ 0545-38-2880

株式会社くろしおエクスプレス　富士営業所 静岡県富士市比奈字片田５００－２ 0545-32-7519

西濃運輸株式会社　富士支店 静岡県富士市富士岡字砂田７５０－１ 0545-38-2323

友田運送株式会社　本社営業所 静岡県富士市富士岡字上中道４６８－１ 0545-34-3270

ピックパックエクスプレス株式会社　浜松営業所 静岡県富士市厚原２０２番地の２ 053-438-5685

牧ノ原市 ヤマト運輸株式会社　御前崎支店 静岡県牧ノ原市須々木字小名ヶ谷８６８－１２ 080-5043-3901

大豊物流株式会社　本社営業所 静岡県牧之原市細江６２４４番地 0548-22-7714

城北運輸株式会社　榛南営業所 静岡県牧之原市細江字中ヤリ１１２１－８ 0548-22-2325

株式会社サガラ　本社営業所 静岡県牧之原市堀野新田字新溝４６２－２ 0548-58-0152

三島市 サーラ物流株式会社　三島営業所 静岡県三島市安久９６－１ 055-977-6870

アオイトランスポート株式会社　本社営業所 静岡県三島市三ツ谷新田字天神山２９４番地 055-973-8855

株式会社シンエイ　三島営業所 静岡県三島市松本７１番地の５ 055-977-6726

ミドリトランス株式会社　本社営業所 静岡県三島市中３０９番地の１ 055-991-7010

東海造船運輸株式会社　三島営業所 静岡県三島市長伏５３－３ 055-982-5090

株式会社三島物流　本社営業所 静岡県三島市南二日町３－４３ 055-972-4957

カンナナ流通運輸株式会社　静岡営業所 静岡県三島市梅名４４７－６オフィス２２－１０２ 055-982-1026

有限会社岩﨑運送　本社営業所 静岡県三島市平田４７番地の３ 055-973-9488

焼津市 株式会社鈴与カーゴネット焼津　本社営業所 静岡県焼津市越後島字越後島３０５番地の４ 054-628-3111
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号
株式会社グリーンサービス　焼津営業所 静岡県焼津市越後島字越後島３４７ 054-626-1480

吉川運輸株式会社　静岡 静岡県焼津市高新田字町一４９０－４ 054-662-1777

一宮運輸株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市小屋敷字発杭４５２ 054-629-1203

株式会社静浜ロジネット　本社 静岡県焼津市上小杉字本郷９８番地の２ 054-622-7850

ヤマト運輸株式会社　焼津石津支店 静岡県焼津市石津向町２７－３ 080-5043-3822

山梨貨物自動車株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市石脇下字山崎１５３ 054-628-0909

有限会社焼津陸運　本社営業所 静岡県焼津市大住字横山２１６－１ 054-627-0810

株式会社アクト　本社営業所 静岡県焼津市藤守字向川原２２９２－１１ 054-622-8500

朝比奈運送株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市道原字大渕下７７４－２ 054-656-3939

名鉄急配株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市八楠１－２４－１８ 054-631-7752

三和運輸機工株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市八楠１丁目２番４号 054-627-0512

株式会社クラショウ　焼津営業所 静岡県焼津市八楠３丁目１７番３ 054-627-6445

東海造船運輸株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市八楠三丁目１６－１ 054-669-8668

ヤマト運輸株式会社　焼津八楠支店 静岡県焼津市八楠四丁目３７－２ 054-628-8819

株式会社マーキュリー　焼津営業所 静岡県焼津市飯淵７１８番地 054-622-8505

松浦梱包輸送株式会社　大井川営業所 静岡県焼津市飯淵字中区１３７０ 054-622-7155

有限会社一筋運輸　本社営業所 静岡県焼津市利右衛門１０４９番地の４ 054-622-5576

賀茂郡 伊豆西濃運輸株式会社　本社営業所 静岡県賀茂郡河津町沢田字石橋４１－１ 0558-32-1100

福山通運株式会社　西伊豆営業所 静岡県賀茂郡松崎町桜田字中島７０－１，２，３ 0558-43-3292

周智郡 夏島運輸株式会社　袋井営業所 静岡県周智郡森町中川１１１１－１ 0538-49-1311

駿東郡 ヤマト運輸株式会社　駿河小山センター 静岡県駿東郡小山町吉久保字三ヶ久保１５９番１ 080-5068-2345

久保運輸株式会社　静岡営業所 静岡県駿東郡小山町棚頭３０５－１シモンズ（株）内 0550-78-1073

ヤマト運輸株式会社　清水町卸団地センター 静岡県駿東郡清水町卸団地２４５ 080-6604-6074

福山通運株式会社　三島営業所 静岡県駿東郡清水町玉川字清水２３７－３ 055-972-8221

ヤマト運輸株式会社　駿東支店 静岡県駿東郡清水町長沢字中台３０７－２ 080-5043-4168

東洋運輸株式会社　三島営業所 静岡県駿東郡長泉町下土狩１７７７ 055-989-2415

株式会社グリーンサービス　三島営業所 静岡県駿東郡長泉町下土狩２０２－４ 055-989-5461

丸安運送有限会社　本社営業所 静岡県駿東郡長泉町納米里４００－２ 055-987-2251

佐川急便株式会社　御殿場営業所 静岡県駿東郡長泉町納米里廣町４６６－２ 055-988-1990

榛原郡 ヤマト運輸株式会社　吉田住吉センター 静岡県榛原郡吉田町住吉字藤原１８２－９ 080-5043-3874

横浜低温流通株式会社　吉田営業所 静岡県榛原郡吉田町神戸１６７４番地７ 054-834-1313
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