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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

一関市 株式会社共立貨物　本社営業所 岩手県一関市中里字沢田２３２番地４ 0191-21-1111

一関市 カメイ物流サービス株式会社　一関営業所 岩手県一関市赤荻字桜町１７５番 0191-33-1310

一関市 ヤマト運輸株式会社　一関支店 岩手県一関市赤荻字桜町１３９－１ 080-5044-2460

一関市 武蔵貨物自動車株式会社　一関営業所 岩手県一関市赤荻字堺８３－２，８４－４ 0191-25-4331

一関市 佐川急便株式会社　一関営業所 岩手県一関市赤荻字月町２２１－２ 0191-25-3221

一関市 東北新開株式会社　本社営業所 岩手県一関市東台１４－６０ 0191-23-0151

一関市 第一貨物株式会社　一関営業所 岩手県一関市東台１４－４５ 0191-23-6011

一関市 東磐運送株式会社　一関支店 岩手県一関市東台１４－４８ 0191-26-2511

一関市 アートコーポレーション株式会社　一関支店 岩手県一関市字沢４８番地１ 0191-23-0123

一関市 近物レックス株式会社　一関営業所 岩手県一関市萩荘字上中田１０２－１ 0191-24-3166

一関市 一関糧運株式会社　本社営業所 岩手県一関市萩荘字鍋倉１９－２、１９－７ 0191-21-1555

一関市 大東興運株式会社　本社 岩手県一関市狐禅寺字小倉沢３－２、４－１ 0191-32-5210

一関市 一関南光物流サポート株式会社　本社営業所 岩手県一関市滝沢字矢の目沢６５－１６６ 0191-23-7256

一関市 岩手庄子運送株式会社　一関営業所 岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢７－７４ 0191-21-0471

一関市 東磐運送株式会社　東山営業所 岩手県一関市東山町長坂字羽根堀１９２－２ 0191-47-3436

一関市 有限会社東北石灰運輸　本社営業所 岩手県一関市東山町松川字滝の沢１９３番地１ 0191-47-2055

一関市 ヤマト運輸株式会社　大東センター 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎９番１ 080-6698-8729

一関市 有限会社千厩運送　本社営業所 岩手県一関市千厩町千厩字構井田２９番地の３ 0191-53-2550

奥州市 イチミヤ物流サービス株式会社　本社営業所 岩手県奥州市水沢卸町２－１ 0197-23-7288

奥州市 丸上建設株式会社　本社営業所 岩手県奥州市胆沢南都田字濁川３９番地 0197-46-2410

奥州市 武蔵貨物自動車株式会社　水沢営業所 岩手県奥州市水沢台町３－３９ 0197-24-6151

奥州市 有限会社千葉運送　本社 岩手県奥州市江刺愛宕字酉丸１２０ 019-735-7180

奥州市 有限会社水沢陸送　本社営業所 岩手県奥州市前沢白山字古舘１８番地 0197-41-3382

奥州市 ヤマト運輸株式会社　岩手前沢支店 岩手県奥州市前沢区本杉１８番１ 0197-56-7814

花巻市 株式会社ティスコ運輸　岩手営業所 岩手県花巻市葛第７地割８２ 0198-29-4592

花巻市 北海道トナミ運輸株式会社　東北営業所 岩手県花巻市空港南１丁目１５ 0198-26-1073

花巻市 株式会社ダイニチ　花巻営業所 岩手県花巻市空港南２丁目２４－２ 0198-26-1005

花巻市 株式会社安部商事　花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第１地割１８１－１ 0198-27-5004

花巻市 北海道トナミ運輸株式会社　岩手営業所 岩手県花巻市二枚橋第５地割３６７ 0198-30-1120

花巻市 成和物流有限会社　本社営業所 岩手県花巻市二枚橋第５地割１５２－３ 0198-26-1122

花巻市 株式会社イトー急行　花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第５地割６－３０ 0198-26-1155

花巻市 伊藤運輸有限会社　二枚橋営業所 岩手県花巻市二枚橋第５地割４７４－１ 0198-26-4577

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（岩手県）
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花巻市 日本梱包運輸倉庫株式会社　花巻営業所 岩手県花巻市二枚橋第３地割３３３－１ 0198-30-2188

釜石市 岩手雪運株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市大字平田第１地割１番地７ 0193-26-7590

釜石市 株式会社ニヤクコーポレーション　釜石事業所 岩手県釜石市大平町４丁目１－５ 0193-24-2765

釜石市 エア・ウォーター食品物流株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市嬉石町二丁目７５番地１ 0193-55-6367

釜石市 相互運輸株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市港町２丁目５１－１ 0193-27-5031

釜石市 カメイ物流サービス株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市新浜町１丁目２－３８ 0193-22-2631

釜石市 日鉄物流釜石株式会社　本社 岩手県釜石市大字釜石第１４地割２－１ 0193-22-2950

釜石市 武蔵貨物自動車株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市上中島町四丁目３番７号 0193-23-7517

釜石市 佐川急便株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市甲子町第９地割２－２ 0193-23-4111

釜石市 有限会社丸勢物流　本社営業所 岩手県釜石市唐丹町字上荒川９５－７ 0193-55-2001

釜石市 東北王子運送株式会社　釜石営業所 岩手県釜石市片岸町第３地割４５－１ 0193-29-1292

久慈市 東北王子運送株式会社　久慈営業所 岩手県久慈市夏井町大崎第１４地割３８－２ 0194-61-3292

久慈市 久慈新港運輸株式会社　本社 岩手県久慈市小久慈町第４０地割２０－６ 0194-53-6100

久慈市 佐川急便株式会社　久慈営業所 岩手県久慈市大川目町第１地割１３、１４－２ 0194-55-2751

盛岡市 東北鉄道運輸株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市厨川１丁目３４－２ 019-641-2654

盛岡市 丸大運輸株式会社　北営業所 岩手県盛岡市上堂４丁目３７－２ 019-641-3990

盛岡市 ヤマト運輸株式会社　盛岡西支店 岩手県盛岡市稲荷町１－２０ 080-5044-2559

盛岡市 湊運輸倉庫株式会社　本社
岩手県盛岡市上厨川字横長根５２－１，５７－１，５２－

４３，５２－４４，５８－３
019-645-2818

盛岡市 株式会社サカイ引越センター　岩手支社
岩手県盛岡市門２丁目１０２－１，１０２－２，１０２－

３
019-604-1141

盛岡市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市門２－１２４－４ 019-653-3737

盛岡市 株式会社北海小型運輸　盛岡営業所 岩手県盛岡市東見前９地割２０番１ 019-632-8100

盛岡市 関東運輸株式会社　岩手営業所 岩手県盛岡市羽場１０地割１－８ 019-681-1748

盛岡市 福山エクスプレス株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－３ 019-637-8322

盛岡市 カメイ物流サービス株式会社　盛岡営業所 岩手県盛岡市湯沢１０地割４８番地４０ 019-637-3961

盛岡市 岩手庄子運送株式会社　本社営業所 岩手県盛岡市湯沢１６地割字広川１５－１２ 019-637-5552

盛岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　盛岡支店 岩手県盛岡市流通センター北１丁目３－３ 019-639-1701

盛岡市 株式会社スリーエス・サンキュウ　盛岡営業所 岩手県盛岡市上鹿妻字田貝１３ 019-659-2275

盛岡市 日本通運株式会社　盛岡航空貨物センター 岩手県盛岡市北飯岡一丁目１０番３２号 019-634-1211

大船渡市 五十鈴運輸株式会社　本社営業所 岩手県大船渡市大船渡町字野々田２３－１０ 0192-26-2314

大船渡市 佐川急便株式会社　大船渡営業所 岩手県大船渡市大船渡町字砂森１番３０ 0192-26-5271

大船渡市 岩手県南運輸株式会社　本社営業所 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前４－３ 0192-26-4866

滝沢市 ヤマト運輸株式会社　岩手盛岡北支店 岩手県滝沢市巣子５番地１ 080-6699-1296

滝沢市 新栄運送株式会社　本社営業所 岩手県滝沢市大釜小屋敷８０－５ 019-684-5255
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二戸市 佐川急便株式会社　二戸営業所 岩手県二戸市金田一字上田面２２０－１ 0195-27-4581

二戸市 北海道東北名鉄運輸株式会社　二戸営業所 岩手県二戸市金田一字上田面９１－１ 0195-27-3344

二戸市 三八五エクスプレス株式会社　二戸営業所 岩手県二戸市下斗米字上野平６７番地２８ 0195-23-0385

二戸市 丸大運輸株式会社　二戸支店 岩手県二戸市石切所字向川原１０－１ 0195-23-2348

二戸市 丸大運輸株式会社　浄法寺営業所 岩手県二戸市浄法寺町下タ前田１６－５ 0195-38-2206

北上市 カメイ物流サービス株式会社　北上営業所 岩手県北上市村崎野第１９地割１２７番２ 0197-68-3117

北上市 株式会社岩手中央運輸　本社営業所 岩手県北上市堤ヶ丘１丁目９１－５ 0197-63-8111

北上市 株式会社共栄運輸花巻　北上営業所 岩手県北上市流通センター１番地２５ 0197-68-2581

北上市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　北上支店 岩手県北上市流通センター６０１－１１ 0197-68-4173

北上市 ヤマト運輸株式会社　岩手主管支店 岩手県北上市流通センター６１８ 0197-68-3821

北上市 相互運輸株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター１－２２ 0197-68-3151

北上市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター６１５－５ 0197-68-2171

北上市 センコン物流株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター６１６ 0197-68-2233

北上市 佐川急便株式会社　北上営業所 岩手県北上市流通センター６０１－３９ 0197-68-3971

北上市 日本梱包運輸倉庫株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３番地１５５ 0197-67-5286

北上市 株式会社ロジネクス　北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－１０７ 0197-81-5838

北上市 アイユーシー株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１０８ 0197-72-8001

北上市 北東北福山通運株式会社　北上支店 岩手県北上市相去町舘下１－３ 0197-67-1292

北上市 株式会社ヤマガタ　北上 岩手県北上市相去町大松沢１－６６ 0197-67-6311

北上市 キユーソーティス株式会社　北上営業所 岩手県北上市相去町大松沢１－５４ 0197-71-2002

北上市 白金運輸株式会社　北上営業所
岩手県北上市相去町平林９８－２，１０２－１，２５１，

２５２，５５－２，字前塘１８－３６
0197-67-6111

北上市 株式会社ニヤクコーポレーション　北上事業所 岩手県北上市若宮町１－２－１２ 0197-64-1264

北上市 北上運輸株式会社　本店営業部 岩手県北上市町分２地割１２０－１ 0197-63-3167

下閉伊郡 近物レックス株式会社　宮古営業所 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割３３－１２７ 0193-86-3365

気仙郡 岩手県南運輸株式会社　住田営業所 岩手県気仙郡住田町世田米字城内２９番地２ 0192-46-2210

紫波郡 岩手急行貨物自動車株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２６ 019-638-8707

紫波郡 近物レックス株式会社　盛岡支店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－１ 019-638-0551

紫波郡 ＳＢＳ三愛ロジ東日本株式会社　岩手営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３－８－２ 019-614-9510

紫波郡 北海道東北名鉄運輸株式会社　盛岡支店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４番２９号 019-638-4574

紫波郡 ヤマト運輸株式会社　紫波支店 岩手県紫波郡紫波町桜町字中桜１３５、１３６番地 080-5045-2981

紫波郡 二葉運送株式会社　紫波ディストリビューション営業所 岩手県紫波郡紫波町平沢字幅２８番１ 019-676-6667

紫波郡 株式会社東北丸和ロジスティクス　本社営業所 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２－３ 019-672-1000

紫波郡 三光運輸株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２－１７ 019-672-5400

紫波郡 株式会社本宮運輸　矢巾営業所 岩手県紫波郡矢巾町高田１０地割９２－１ 019-656-1324
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紫波郡 株式会社首都圏物流　盛岡センター 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１５地割３５－２ 019-908-2600

紫波郡 二葉運送株式会社　本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１４地割字名郷根１－１ 019-697-8211

紫波郡 丸大運輸株式会社　盛岡南営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１１０番 019-601-6112

紫波郡 勅使川原産業株式会社　盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０４－

５、５０４－７
019-637-3903

西磐井郡 北東北福山通運株式会社　岩手平泉営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字宿４１－７ 0191-34-1292

西磐井郡 株式会社ムサシ物流　平泉営業所 岩手県西磐井郡平泉町平泉字塩沢１１６－２ 0191-46-3490

胆沢郡 富士運輸株式会社　岩手支店 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里３－３ 0197-34-1230

胆沢郡 東北流通株式会社　本社営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町六原下二の町２１０ 0197-47-4567

胆沢郡 一関配送株式会社　金ヶ崎営業所 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根妻根２番地２ 0197-47-3622
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