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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）

いわき市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　いわき支店 福島県いわき市平下神谷字御城６６番１ 0246-34-8036

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき神谷支店 福島県いわき市平下神谷字鍛冶分４４－１ 080-5068-0141

いわき市 ヨコモリ運輸株式会社　いわき営業所
福島県いわき市好間工業団地２６－１，２６－２，２６－

３，２６－４，２６－５，２６－６
0246-36-6124

いわき市 株式会社三葉陸運　本社営業所 福島県いわき市小名浜字中原１１番地の５ 0246-92-4014

いわき市 株式会社スカイ運輸　いわき営業所 福島県いわき市小名浜字林ノ上２４７番１７４ 0246-73-8721

いわき市 日化運輸株式会社　本社営業所 福島県いわき市小名浜字高山１－３１４，３１２－４ 0246-54-1311

いわき市 株式会社クニヨシ　いわき営業所 福島県いわき市小名浜住吉字袋６番地１ 0246-68-7728

いわき市 鈴木運輸株式会社　本店営業所 福島県いわき市小名浜住吉字袋１０－１ 0246-38-8021

いわき市 ダイセーロジスティクス株式会社　いわきハブセンター 福島県いわき市小名浜住吉字袋２３－１ 0246-38-8621

いわき市 福島第一物流株式会社　いわき営業所 福島県いわき市鹿島町下矢田字曲田５１番地１、３、７ 0246-29-5943

いわき市 いわき中央運輸株式会社　本社営業所 福島県いわき市鹿島町鹿島１番地 0246-29-6660

いわき市 株式会社ジャス　いわき 福島県いわき市鹿島町走熊西反町２１－１ 0246-28-5171

いわき市 マルニチ工運株式会社　本社営業所 福島県いわき市泉町滝尻字高見坪３６－２ 0246-56-0559

いわき市 株式会社ヤマガタ　いわき営業所 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－４０ 0246-56-2771

いわき市 太平洋陸送株式会社　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川大剣１番地３５ 0246-84-9910

いわき市 矢吹運送有限会社　本社営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７０ 0246-38-6341

いわき市 株式会社丸運トランスポート東日本　小名浜営業所 福島県いわき市泉町下川字大剣１－５２ 0246-75-0688

いわき市 株式会社ニヤクコーポレーション　小名浜事業所 福島県いわき市泉町下川字大剣３２６－１７ 0246-56-7647

いわき市 株式会社日立物流東日本　日立輸送営業所　いわき出張所 福島県いわき市泉町黒須野字江越５１ 0246-85-5163

いわき市 大郷運輸株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉町黒須野字砂利５９－１５ 0246-56-6077

いわき市 安立サービス株式会社　いわき営業所 福島県いわき市泉町字扇田７８ 0246-56-6161

いわき市 第一貨物株式会社　いわき支店 福島県いわき市常磐下船尾町蛇並２８－１２ 0246-42-3900

いわき市 日本梱包運輸倉庫株式会社　いわき営業所 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－２ 0246-43-6671

いわき市 ヤマト運輸株式会社　いわき常磐センター
福島県いわき市常磐西郷町銭田１０７－１，１０７－２，

１０７－３
080-6604-7666

いわき市 磐城通運株式会社　平 福島県いわき市内郷高坂町四方木田１８４ 0246-26-0202

いわき市 磐城通運株式会社　植田支店　火力営業所 福島県いわき市岩間町塚原７６ 0246-63-2361

いわき市 幸栄運輸株式会社　いわき営業所 福島県いわき市錦町徳力４１ 0246-63-5527

いわき市 株式会社丸東　いわき 福島県いわき市四倉町芳ノ沢１－６５ 0246-38-7500

いわき市 有限会社大泉運輸　四倉営業所 福島県いわき市四倉町上仁井田字夕円１５１－４ 0246-32-7800

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福島県）
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伊達市 株式会社福島丸政運輸　本社営業所 福島県伊達市保原町字八幡町７７ 024-575-2002

伊達市 マクサム通運株式会社　本社営業所 福島県伊達市保原町字東野崎６０－１ 024-575-2281

伊達市 株式会社暁運輸　福島営業所 福島県伊達市保原町字東野崎１００番地 024-597-8171

伊達市 株式会社タケダ　本社営業所 福島県伊達市霊山町掛田字日向前２１番地１ 024-586-2243

会津若松市 株式会社スカイ運輸　会津若松営業所 福島県会津若松市一箕町亀賀郷之原２３２番４ 0242-39-4757

会津若松市 會津通運株式会社　本社営業所 福島県会津若松市町北町大字始字見島８４－３ 0242-22-4373

会津若松市 東北日貨運輸株式会社　会津営業所 福島県会津若松市河東町広田字緑ヶ丘５９ 0242-22-7505

会津若松市 南東北福山通運株式会社　会津営業所 福島県会津若松市町北町大字藤室字道下２１－１ 0242-32-6100

会津若松市 佐川急便株式会社　会津若松営業所 福島県会津若松市町北町中沢字平沢１６２－１ 0242-22-3356

会津若松市 株式会社ジャス　本社営業所 福島県会津若松市真宮新町北４－３４－１ 0242-58-2991

会津若松市 只見郵便運送有限会社　本社営業所 福島県会津若松市日新町２００，２０２ 0242-26-0291

喜多方市 ロジトライ東北株式会社　会津事業所 福島県喜多方市塩川町御殿場六丁目１３４ 0241-27-2120

郡山市 本宮運輸有限会社　本社営業所 福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地４２１番１ 024-981-0330

郡山市 川合運輸株式会社　郡山南営業所 福島県郡山市安積荒井二丁目７番地 024-947-7275

郡山市 株式会社らくのう乳販　本社営業所 福島県郡山市大槻町字古屋敷６７－１，６６－１ 024-951-8609

郡山市 日本通運株式会社　郡山航空貨物センター 福島県郡山市大槻町字向原２０１、２０２ 024-962-9321

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山主管支店 福島県郡山市日和田町高倉字古川４－８ 024-958-5088

郡山市 福島中央貨物自動車運送株式会社　本社営業所 福島県郡山市日和田町高倉字古川４－６ 024-958-3302

郡山市 有限会社郡山燃料輸送　本社営業所 福島県郡山市日和田町字鶴見担４０－２２ 024-958-4537

郡山市 郡山運送株式会社　郡山支店 福島県郡山市喜久田町卸三丁目１番 024-963-1231

郡山市 合資会社フクコー運輸　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸２－６－２ 024-959-6646

郡山市 日本通運株式会社　郡山流通事業所 福島県郡山市喜久田町卸２－９ 024-959-6380

郡山市 大衡運送株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１ 024-973-7450

郡山市 ジャパンフードライン株式会社　郡山営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２ー５３ 024-954-3350

郡山市 熱海運送株式会社　西営業所 福島県郡山市喜久田町菖蒲池２２－４２４ 024-983-3232

郡山市 ヒタチ株式会社　郡山ハブセンター 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２ 024-963-1080

郡山市 株式会社ＮＫドットコム　本社営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－２２５ 024-953-3393

郡山市 南東北福山通運株式会社　郡山支店 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池１９－１ 024-959-2645

郡山市 佐川急便株式会社　須賀川営業所 福島県郡山市喜久田町字菖蒲地１３－１３ 024-963-1222

郡山市 ダイトーロジスティックス株式会社　本社営業所 福島県郡山市喜久田町卸３丁目１０ 024-959-6660

郡山市 高田運輸株式会社　本社営業所 福島県郡山市田村町上行合字下川原８５－１ 024-943-0328

郡山市 會津通運株式会社　郡山営業所
福島県郡山市田村町上行合字北川田２９－２、３０－１、

３０－２
024-941-6250

郡山市 アキタ株式会社　郡山営業所 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原１６７番６ 024-954-5101

郡山市 川合運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市田村町金屋字上川原６７ 024-944-1196
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郡山市 有限会社奥羽陸運　本社営業所 福島県郡山市田村町金屋字新家１１３ 024-944-0555

郡山市 日本梱包運輸倉庫株式会社　郡山営業所 福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下１－５ 024-943-1382

郡山市 有限会社大原運送　本社営業所 福島県郡山市富田町字双又１０番地７ 024-951-8466

郡山市 安立運輸株式会社　郡山営業所 福島県郡山市富久山町福原字大塚４－１ 024-991-7227

郡山市 株式会社ユタカ輸送　本社営業所 福島県郡山市富久山町福原字大塚７－１ 024-923-8540

郡山市 常磐郵便輸送株式会社　本社営業所 福島県郡山市富久山町久保田字宮田３６－２ 024-944-5894

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山東支店 福島県郡山市字石塚５６番地９ 080-5044-3523

郡山市 ヤマト運輸株式会社　郡山山根支店 福島県郡山市山根町２－２５ 080-5044-3512

須賀川市 縫友運送株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町８９ 0248-63-8823

須賀川市 株式会社久留米梱包運輸　本社営業所 福島県須賀川市横山町３４－２ 0248-73-3021

須賀川市 株式会社中村建運　本社営業所 福島県須賀川市横山町１００番２ 0248-94-2531

須賀川市 安立サービス株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町９０ 0248-72-8641

須賀川市 石川運送株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町９６ 0248-72-1166

須賀川市 幸栄運輸株式会社　須賀川営業所 福島県須賀川市横山町５９－２・３、６０－１・２ 0248-75-6269

須賀川市 川合運輸株式会社　本社営業所
福島県須賀川市横山町９９、９８－３、１００－１、１０

０－５
0248-76-7578

須賀川市 エルピー運輸株式会社　本社営業所 福島県須賀川市大久保字室貫２６－９ 0248-65-2381

須賀川市 株式会社円谷運送店　郡山営業所
福島県須賀川市滑川字池田１９０、１９１－１、１９１－

２
0248-72-2453

須賀川市 東北王子運送株式会社　郡山営業所 福島県須賀川市大字滑川字中津沢２６－１ 0248-72-1111

須賀川市 株式会社郡山南部運輸　本社営業所 福島県須賀川市滑川字西山５２－１ 0248-75-0680

須賀川市 有限会社丸石運輸　本社営業所 福島県須賀川市雨田字上大五郎内１３９－１ 0248-79-2110

須賀川市 有限会社丸信運輸　本社営業所 福島県須賀川市大字狸森字新田４２ 0248-79-3420

須賀川市 株式会社須賀川東部運送　本社営業所 福島県須賀川市田中字念仏坦６７，６９ 0248-79-2161

相馬市 丸カ運送株式会社　相馬 福島県相馬市椎木字北原３７５－７ 0244-36-0201

相馬市 中村貨物運送株式会社　本社営業所 福島県相馬市塚ノ町二丁目３－９ 0244-35-2071

相馬市 ヤマト運輸株式会社　相馬センター 福島県相馬市中村字笹川５２－１、４５－１ 080-5451-5710

田村市 株式会社北海興業　本社営業所 福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前４９－１ 0247-78-3795

田村市 ヤマト運輸株式会社　船引支店 福島県田村市船引町船引字上江１４３－５ 080-5068-1403

田村市 株式会社トッキュウ　福島営業所 福島県田村市船引町光陽台３１番２ 0247-61-2231

南相馬市 株式会社ショウワ・トランスポート　本社営業所 福島県南相馬市原町区雫字聖下２５９－２ 0244-25-3877

南相馬市 佐川急便株式会社　相馬営業所 福島県南相馬市鹿島区大字南柚木字相馬清水１８２－４ 0244-46-5191

南相馬市 有限会社福島運輸　本社営業所 福島県南相馬市鹿島区江垂字蟹田４６ 0244-46-4072

二本松市 中部急送株式会社　福島営業所 福島県二本松市渋川字囲壇６番 0243-24-1394

二本松市 株式会社籠島運輸倉庫　本社営業所 福島県二本松市渋川字赤木内６５，６６ 0243-53-2141
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二本松市 高橋運輸興業株式会社　福島営業所 福島県二本松市油井字硫黄田１２６番地 0243-61-3292

白河市 サンウェイ株式会社　本社営業所 福島県白河市関辺下林２－２ 0248-31-1050

白河市 マクサム通運株式会社　白河営業所 福島県白河市薄葉４番２９ 0248-22-2720

白河市 東北日貨運輸株式会社　本社営業所 福島県白河市字鶴巻３９ 0248-22-5615

白河市 大信運送有限会社　本社営業所 福島県白河市大信隈戸字上小屋２８ 0248-46-2833

福島市 八島運送有限会社　福島営業所 福島県福島市瀬上町字中新田３番１５ 024-552-6155

福島市 株式会社東北急行　本社営業所 福島県福島市瀬上町字南中川原１７－１６ 024-554-2747

福島市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福島支店 福島県福島市南矢野目字下菅原１５－４ 024-558-2991

福島市 安立運輸株式会社　福島営業所 福島県福島市南矢野目字桜内３１－３、３１－４ 024-555-6443

福島市 株式会社ハヤカワ　福島営業所 福島県福島市北矢野目字竹ノ花１－２ 024-572-5001

福島市 株式会社サカイ引越センター　福島支社 福島県福島市飯坂町平野字三角田２－１５ 024-541-2688

福島市 南東北福山通運株式会社　福島支店 福島県福島市飯坂町平野字海道下７－６ 024-557-1135

福島市
株式会社帝北ロジスティックス　福島トラックステーショ

ン第二営業所
福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６ 024-558-6830

福島市 株式会社吉田運輸　本社営業所 福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６ 024-557-3036

福島市 株式会社厚成社　本社 福島県福島市成川戸ノ内５５－４ 024-546-5925

福島市 有限会社八大物流　本社営業所 福島県福島市松川町字上桜内１８番地８ 024-537-1151

福島市 株式会社福島輸送　福島支社 福島県福島市さくら３丁目２番地の７ 024-594-2154

福島市 浪江貨物自動車株式会社　福島営業所 福島県福島市荒井北二丁目３－１６ 024-573-1866

福島市 福島運送株式会社　本社営業所 福島県福島市八島田字下干損田６－１ 024-557-2151

福島市 ヤクルトロジスティクス株式会社　福島営業所 福島県福島市黒岩字遠沖１０番地の１ 024-546-2256

福島市 東北トラック株式会社　福島支店 福島県福島市郷野目字上１７－２ 024-546-2231

本宮市 株式会社新日本物流　郡山営業所 福島県本宮市荒井字上沢３番地の１ 0243-24-9105

本宮市 有限会社森ロジテム　本社営業所 福島県本宮市荒井字沢田２９番地 0243-24-1220

本宮市 有限会社ゼスト　有限会社ゼスト　福島営業所 福島県本宮市荒井字青田原２０９－２ 0243-63-5120

本宮市 株式会社エフライン　郡山営業所 福島県本宮市荒井字青田原２４１番地１ 0243-24-6161

本宮市 第一工流株式会社　福島営業所 福島県本宮市荒井字甲斐７－１ 0243-36-6645

本宮市 株式会社太陽流通サービス　郡山営業所 福島県本宮市荒井字惠向１２１番地５８ 0243-63-1653

本宮市 大虎運輸東北株式会社　福島支店 福島県本宮市荒井字恵向３４－１ 0243-63-5065

本宮市 名糖運輸株式会社　福島物流センター 福島県本宮市荒井下原１番地 0243-36-2745

本宮市 株式会社トランス・グリップ　福島営業所 福島県本宮市荒井字北の内６０－１１ 0243-34-2340

本宮市 大和物流株式会社　福島営業所 福島県本宮市本宮字名郷１２－３ 0243-33-4411

本宮市 株式会社ライフサポート・エガワ東北　福島支店 福島県本宮市長屋字長屋平４０ 0243-44-4300

安達郡 有限会社丸井運送　本社 福島県安達郡大玉村大山字仲江１４２－４ 0243-48-2513

安達郡 誠和梱枹運輸株式会社　郡山営業所 福島県安達郡大玉村大山字壇１１４番地 0243-24-8360
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伊達郡 佐川急便株式会社　福島国見営業所 福島県伊達郡桑折町大字北半田字畑合１－３ 024-585-5081

伊達郡 白金運輸株式会社　国見営業所 福島県伊達郡国見町大字山崎字上亀田５－５ 024-585-5787

河沼郡 株式会社ノーリンエクスプレス　本社営業所 福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字天神３７番１ 0241-22-9200

河沼郡 福島ロジネット株式会社　会津営業所 福島県河沼郡会津坂下町大字中泉字中政所西８２番地 0242-84-3851

河沼郡 川合運輸株式会社　会津営業所
福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字村西３３番地５、３３

番地１、３３番地４
0242-93-6068

河沼郡 有限会社小瀧運送店　本社営業所 福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下７５－１，７６－１ 0242-83-3200

河沼郡 北越水運株式会社　会津営業所 福島県河沼郡会津坂下町大字坂本字下新田丁１３６－１ 0242-83-0005

西白河郡 株式会社藤日　泉崎営業所 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字大山４１番８ 0248-22-5615

西白河郡 有限会社高重自動車運輸　本社営業所 福島県西白河郡中島村大字川原田字三斗蒔２７ 0248-52-2827

西白河郡 福山エクスプレス株式会社　白河営業所 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９番４ 0248-25-7545

西白河郡 新潟運輸株式会社　白河支店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平４５２－３０ 0248-25-3960

西白河郡 南東北福山通運株式会社　白河支店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９－４ 0248-25-7355

西白河郡 東北日貨運輸株式会社　泉崎営業所 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字大山４１番８ 0248-53-1511

西白河郡 株式会社関宿急便　福島営業所 福島県西白河郡矢吹町大町６２番地 0248-21-7789

西白河郡 株式会社ヤナイ　本社 福島県西白河郡矢吹町滝八幡１７３番、１７３番２ 0248-41-1511

西白河郡 有限会社小針運送　本社営業所 福島県西白河郡矢吹町沢尻１０１番地１ 0248-45-2006

石川郡 ＡＣＴライナー株式会社　福島
福島県石川郡石川町大字中野字福貴田１－１，２，３－

１，５，５－２，７，８－３，８－４，１６－１
0247-26-5060

石川郡 株式会社大崎　古殿営業所 福島県石川郡古殿町大字松川字大作１１３ 0247-53-3526

双葉郡 八島運送有限会社　本社営業所 福島県双葉郡浪江町大字高瀬字穴田３－１ 0240-34-5506

田村郡 カリツー東日本株式会社　郡山本社営業所 福島県田村郡三春町深作２０－５ 0247-61-2760

東白川郡 株式会社松栄商事　本社営業所 福島県東白川郡塙町大字常世北野字千本２２－１ 0247-43-0311

耶麻郡 有限会社水野運送店　会津営業所 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼頭１４０８－３ 0242-73-2388

耶麻郡 一宮運輸株式会社　会津営業所 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字瀬々川４７０９－１ 0242-73-2226
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