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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）

あわら市 芦原運輸株式会社　本社営業所 福井県あわら市下番３４字出戸６－２ 0776-78-5533

あわら市 中部陸運株式会社　本社営業所 福井県あわら市菅野７０字１－６ 0776-73-5008

あわら市 株式会社岩美物流　本社営業所 福井県あわら市北疋田２字南山腰１７番地１ 0776-65-1678

越前市 ラニイ福井貨物株式会社　武生支店 福井県越前市葛岡町８字１－１ 0778-23-7771

越前市 福井トナミ運輸株式会社　武生通運事業所 福井県越前市矢放町１３号８番地１ 0778-23-1560

越前市 株式会社ファミリー　本社営業所 福井県越前市家久町第５４号１番地の１ 0778-24-1466

越前市 西川輸送株式会社　武生営業所 福井県越前市家久町５７字１３番１ 0778-23-7337

越前市 福井高速運輸・武生株式会社　武生営業所 福井県越前市家久町２７字１番地１ 0778-42-7810

越前市 沢崎運送有限会社　本社営業所 福井県越前市妙法寺町１２－４－２ 0778-23-0661

越前市 株式会社シンクラン　福井営業所 福井県越前市今宿町１８－１ 0778-24-0234

越前市 サンエツ運輸株式会社　福井営業所 福井県越前市池ノ上町９１字西山田１１番１ 0778-21-1232

越前市 株式会社ホクウン　本社営業所
福井県越前市片屋町４８字大宝２０番地１、５８字南柿木

町１０番地１、１１番地４
0778-24-3500

坂井市 佐川急便株式会社　丸岡営業所 福井県坂井市丸岡町小黒６４字丸岡道１番 0776-67-3999

坂井市 株式会社ナカガワ　本社営業所 福井県坂井市丸岡町熊堂第３字８木賊１番９ 0776-68-0073

坂井市 ゼネラル産業有限会社　本社営業所 福井県坂井市丸岡町南横地６字小長崎５４番地１ 0776-68-0777

坂井市 上野輸送株式会社　福井営業所 福井県坂井市三国町新保テクノポート１－４－４　１番６ 0776-82-5376

坂井市 株式会社サイリク　本社営業所 福井県坂井市春江町石塚２７字番場１８番地 0776-50-2358

鯖江市 甲斐運送株式会社　本社営業所 福井県鯖江市神中町２丁目９０９－１ 0778-52-8876

鯖江市 倉内運送有限会社　本社営業所 福井県鯖江市吉谷町１４１番地 0778-52-5360

大野市 佐川急便株式会社　大野営業所 福井県大野市桜塚町９１４番地 0779-65-3988

敦賀市 佐川急便株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市吉河６号五反田１番２ 0770-22-1001

敦賀市 大聖寺運輸株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市若泉町８号 0770-24-2233

敦賀市 中村運輸株式会社　本社営業所 福井県敦賀市井川３９号丁田２番地１ 0770-21-5151

敦賀市 飛騨運輸株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市中１６欠戸２－１０ 0770-24-1700

敦賀市 ラニイ福井貨物株式会社　敦賀主管支店 福井県敦賀市古田刈１７号大田１番地１ 0770-22-2427

敦賀市 増田運送株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市東洋町１０－２４ 0770-25-5656

敦賀市 有限会社竹田建材　本社営業所 福井県敦賀市砂流５０－４６－３ 0770-25-0406

敦賀市 株式会社ツルガケミカルサービス　本社営業所 福井県敦賀市櫛川３０号竹馬７番地１ 0770-24-5070

敦賀市 日本郵便株式会社　敦賀郵便局 福井県敦賀市元町１１－５ 0770-25-1001

福井市 株式会社福栄倉庫　堀の宮営業所 福井県福井市堀ノ宮　１－６０８ 0776-23-4577

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（福井県）
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福井市 南條運送株式会社　本社営業所 福井県福井市海老助町６字３９－１ 0776-23-0348

福井市 センコー株式会社　福井営業所 福井県福井市二日市町２０字４０－１、４１－１ 0776-55-1923

福井市 井上流通サービス株式会社　福井営業所 福井県福井市森田新保町８字堂ノ向２６－１ 0776-56-8450

福井市 アキタ株式会社　福井営業所 福井県福井市東森田一丁目２１０８番地 0776-56-3577

福井市 株式会社ホクトラ福井　本社営業所 福井県福井市高木中央３丁目２０１番地 0776-53-5923

福井市 日本通運株式会社　福井支店 福井県福井市重立町２２号１番地 0776-60-1103

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井主管支店 福井県福井市間山町３字沖田６０ 0776-52-3011

福井市 株式会社東洋運輸　本社営業所 福井県福井市原目町６字山下１８－１ 0776-54-5112

福井市 株式会社ピーディ　本社営業所 福井県福井市若栄町２０２番地 0776-52-3346

福井市 石川日通運輸株式会社　福井営業所 福井県福井市丸山２丁目３０１－１ 0776-89-1198

福井市 福井口運送株式会社　第２営業所 福井県福井市大和田１丁目２０３番地 0776-53-8774

福井市 株式会社林商運　本社営業所 福井県福井市西開発４－９０５ 0776-53-2107

福井市 株式会社関根エンタープライズ　福井営業所 福井県福井市川尻町４０字砂浜１２６番１ 0776-85-0510

福井市 福貨通運株式会社　本社営業所 福井県福井市花堂北１丁目４－４２ 0776-36-3701

福井市 日本通運株式会社　南福井現業 福井県福井市花堂北１丁目１－３０ 0776-36-5566

福井市 株式会社ミツノリ　輸送センター 福井県福井市花堂東１－１１－１５ 0776-20-6150

福井市 橋南運送株式会社　本社営業所 福井県福井市花堂東１－３００８ 0776-36-8440

福井市 中倉陸運株式会社　福井営業所 福井県福井市花堂南２丁目１１０９ 0776-33-0234

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井南支店 福井県福井市江端町４字山鳥２２番 080-6604-5655

福井市 東亜工運株式会社　本社営業所 福井県福井市江端町５字８番地 0776-35-0003

福井市 大東実業株式会社　福井営業所 福井県福井市下荒井町２２字２ 0776-39-0711

福井市 山善運輸機工株式会社　本社営業所 福井県福井市江守中町８字１４番地３ 0776-35-1021

福井市 大島産業物流株式会社　本社営業所 福井県福井市渕町１３字８ 0776-36-5600

福井市 東洋運輸株式会社　福井営業所 福井県福井市南江守町６９－１ 0776-60-0700

福井市 パッケージトランス株式会社　本社営業所
福井県福井市南居町８１字上山１番地３３，８２字狼三谷

１番地３
0776-33-3123

福井市 ヤマト運輸株式会社　足羽支店 福井県福井市東下野町５０字中田５番 080-6699-7335

福井市 有限会社東田運輸　本社営業所 福井県福井市若杉浜３－１１１ 0776-36-1325

福井市 有限会社流通代行サービス　本社営業所 福井県福井市渡町６２４番地 0776-35-0307

福井市 日本物流マネジメント株式会社　福井営業所
福井県福井市大町２丁目１０１３シャンパーニュ花堂東１

０３号
0776-39-0733

福井市 有限会社陸栄運輸　本社営業所 福井県福井市引目町１１字大割１０１番地１ 0776-38-5888

福井市 福井高速運輸株式会社　本社 福井県福井市三本木町１字立町１番、２番 0776-38-6700

福井市 日通トランスポート株式会社　福井支店 福井県福井市浅水二日町１４５字金橋２０番 0776-38-1500

福井市 有限会社福井キャリー急送　本社営業所 福井県福井市上北野１－１９０２ 0776-54-5001
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福井市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　福井営業所 福井県福井市問屋町１－５４ 0776-24-9481

福井市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　福井支店 福井県福井市和田東１丁目１７０５番 0776-25-1930

福井市 ハートランド運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市成和１丁目１５１０ 0776-43-0720

福井市 北陸トラック運送株式会社　本社営業所 福井県福井市上細江町２０字１－１ 0776-41-2500

福井市 北陸名鉄運輸株式会社　福井支店 福井県福井市下河北町１１字東河原毛田１１、１２－１ 0776-38-2050

福井市 北陸名鉄運輸株式会社　福井営業所 福井県福井市下河北町１９－１ 0776-38-6620

吉田郡 日本商運株式会社　本社営業所 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月１２－３ 0776-61-1000

吉田郡 ヤマトボックスチャーター株式会社　福井支店 福井県吉田郡永平寺町松岡薬師１丁目１５３ 0776-61-1901

丹生郡 有限会社大和ロジスティクス　本社営業所 福井県丹生郡越前町西田中１丁目２０６番地 0778-42-7520

丹生郡 有限会社脇本商事　本社営業所 福井県丹生郡越前町朝日１０字ハカノ木８番地、７番地 0778-34-5744
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