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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）

伊東市 ヤマト運輸株式会社　伊東八幡野センター 静岡県伊東市八幡野字上道１１９０番１ 080-5068-2370

伊東市 ヤマト運輸株式会社　伊豆高原支店 静岡県伊東市吉田字阿原５９２－３ 080-5045-7720

伊豆市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　伊豆営業所 静岡県伊豆市八幡７２３－１ 0558-83-3430

伊豆市 ヤマト運輸株式会社　天城湯ヶ島センター 静岡県伊豆市湯ヶ島字大原１－６ 080-6697-4106

伊豆市 ヤマト運輸株式会社　西伊豆支店 静岡県伊豆市八木沢字西田１４３８－１ 080-5045-8013

下田市 ヤマト運輸株式会社　下田支店 静岡県下田市落合字渕脇５－１，６－１ 080-6604-6075

掛川市 トールエクスプレスジャパン株式会社　掛川支店 静岡県掛川市伊達方新田９２０－１ 0537-27-0433

掛川市 ヤマト運輸株式会社　掛川千羽支店 静岡県掛川市千羽字往還南６番地２ 080-5531-7056

掛川市 ヤマト運輸株式会社　掛川領家支店 静岡県掛川市領家字梅田１４６１－１，他７筆 0537-24-6080

掛川市 浜松運送株式会社　掛川営業所 静岡県掛川市岡津２９５－１ 0537-23-7777

掛川市 株式会社スギヤマ　本社営業所 静岡県掛川市中央３丁目１３０－１ 0537-24-1722

掛川市 遠州西濃運輸株式会社　掛川支店 静岡県掛川市成滝４０１－１ 0537-22-5265

掛川市 株式会社Ｊ・ＦＡＩＲ　掛川センター 静岡県掛川市光陽２０８ 0537-61-2525

掛川市 諸星運輸株式会社　掛川営業所 静岡県掛川市光陽２０５ 0537-23-1515

掛川市 株式会社サンワネッツ　掛川営業所 静岡県掛川市光陽２０６ 0538-62-2460

掛川市 翔運輸株式会社　掛川営業所 静岡県掛川市光陽２１０ 0537-62-0117

掛川市 ヤマト運輸株式会社　掛川大東支店 静岡県掛川市大渕字岡原１３２１４－１ 0537-48-3157

掛川市 濃飛倉庫運輸株式会社　静岡大東営業所 静岡県掛川市大坂６４８０ 0537-72-7444

掛川市 駿遠運送株式会社　南大坂営業所 静岡県掛川市大坂字大荒１４５９ 0537-72-2431

菊川市 センコー株式会社　静岡ハウス営業所 静岡県菊川市大石１０１５－１ 0537-73-1400

菊川市 佐川急便株式会社　菊川営業所 静岡県菊川市加茂４５７４番地 0538-42-3125

湖西市 ヤマト運輸株式会社　浜名湖新居支店 静岡県湖西市新居町中之郷字あけぼの４０３２ 080-5043-3579

湖西市 株式会社アイデックス　本社営業所 静岡県湖西市新居町中之郷２８５０－１ 053-574-2161

湖西市 ヤマト運輸株式会社　湖西岡崎センター 静岡県湖西市ときわ１丁目５７９８－３ 080-6609-3191

湖西市 愛知車輌興業株式会社　浜松営業所 静岡県湖西市白須賀宿南３３３４－１ 053-573-1451

湖西市 佐川急便株式会社　湖西営業所 静岡県湖西市白須賀６２８８ 053-573-1071

御前崎市 東海交易株式会社　本社営業所 静岡県御前崎市池新田字南川端８８２７ 0537-86-6334

御前崎市 株式会社エポック　本社営業所 静岡県御前崎市塩原新田１２６９ 0537-85-5320

御前崎市 株式会社シージーエス　静岡営業所 静岡県御前崎市御前崎６－１２ 0548-63-5448

御前崎市 御前崎物流株式会社　本社営業所 静岡県御前崎市港６１０６－８ 0548-63-2333

御殿場市 ヤマト運輸株式会社　御殿場水土野センター 静岡県御殿場市水土野字長尾平１６１番６ 080-5068-3344

御殿場市 萬運輸株式会社　御殿場営業所 静岡県御殿場市柴怒田７４７－４２ 0550-88-8194
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御殿場市 ＳＢＳゼンツウ株式会社　御殿場営業所 静岡県御殿場市神山１６７０－５ 0550-87-6507

御殿場市 愛知陸運株式会社　御殿場営業所
静岡県御殿場市神山字大野原１９２５－１２１、－１６２

６
0550-87-7212

御殿場市 ヤマト運輸株式会社　御殿場駒門センター
静岡県御殿場市駒門字カラ澤３２３番２７、３２３番２

８、３２４番２１
080-5098-1842

御殿場市 翔運輸株式会社　御殿場営業所 静岡県御殿場市竈字道下１９３７－１ 0550-89-3600

御殿場市 躍進運輸株式会社　御殿場営業所 静岡県御殿場市川島田字一ノ沢１６９８－３５７ 090-8955-2290

御殿場市 ヤマト運輸株式会社　御殿場支店 静岡県御殿場市山之尻字堤地１０４７－１ 080-5043-4109

三島市 ヤマト運輸株式会社　三島沢地センター 静岡県三島市沢地３８９番２ 080-5451-4154

三島市 ヤマト運輸株式会社　三島谷田支店 静岡県三島市中島１３９番２３ 090-2610-2606

三島市 ヤマト運輸株式会社　三島松本支店 静岡県三島市梅名７５４番１ 080-6604-5944

三島市 駿豆通運倉庫株式会社　本社営業所 静岡県三島市八反畑字壱丁田１４４－１ 055-975-6767

三島市 ステンレス急送株式会社　三島営業所 静岡県三島市松本１６０－１ 0559-77-5541

三島市 ヤマト運輸株式会社　三島支店 静岡県三島市南町２９３番１ 080-5068-2403

三島市 東静運送株式会社　本社営業所 静岡県三島市三好町１４－２３（三好町２９７－１） 055-975-1020

沼津市 株式会社スズケイ　沼津営業所 静岡県沼津市足高字尾上２７６番地の３０ 055-923-0468

沼津市 株式会社サカイ引越センター　沼津支社 静岡県沼津市新沢田町９－２１ 055-929-6615

沼津市 富島運輸株式会社　沼津物流センター 静岡県沼津市双葉町９番１１－１０ 055-924-0808

沼津市 浜名梱包輸送株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市西沢田７２番地の１ 055-929-0825

沼津市 東新運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市西沢田３１－１ 055-921-4037

沼津市 アートコーポレーション株式会社　沼津支店 静岡県沼津市岡宮１２８１－６ 055-958-0123

沼津市 宇徳通運株式会社　本社営業所 静岡県沼津市大岡字竹之花２０６０－１ 055-921-5323

沼津市 翔運輸株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市大岡字西下耕地２７７５ 055-921-7338

沼津市 ヤマト運輸株式会社　沼津若葉町センター 静岡県沼津市若葉町２１５番１１号 080-5068-2350

沼津市 沼津協栄運輸有限会社　本社営業所 静岡県沼津市東椎路字春ノ木６１７－１ 055-920-2911

沼津市 三光運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市鳥谷字広町９２－２ 055-967-1610

沼津市 シグマロジスティクス株式会社　沼津営業所 静岡県沼津市原町中３丁目１４－７ 080-5893-1086

沼津市 ヤマト運輸株式会社　沼津浮島センター 静岡県沼津市原字新道２６０６番２２ 080-5451-5211

沼津市 佐藤運輸株式会社　本社営業所 静岡県沼津市西添町２１－４ 055-966-1891

沼津市 ヤマト運輸株式会社　沼津港支店 静岡県沼津市吉田町１３１５－２，１３１５－３ 080-5043-4333

沼津市 近物レックス株式会社　沼津駅営業所 静岡県沼津市本字下中溝６０１－４ 055-963-4800

沼津市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　沼津支店 静岡県沼津市小諏訪９３８－１ 055-941-6081

焼津市 ヤマト運輸株式会社　大井川センター 静岡県焼津市宗高字中島１４１６番地２ 080-6609-3195

焼津市 佐川急便株式会社　大井川営業所 静岡県焼津市吉永字上川原９番１ 054-664-1115

焼津市 静岡運送株式会社　焼津支店 静岡県焼津市利右エ門字天王１１８５ 054-622-3300
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焼津市 株式会社エネックス　中部支店　大井川営業所 静岡県焼津市大字利右衛門字地蔵森２７１９－１９ 054-664-2888

焼津市 太平洋陸送株式会社　大井川営業所 静岡県焼津市飯渕字港区２００７ 054-622-5068

焼津市 ヒダ物流株式会社　大井川営業所 静岡県焼津市飯渕字港区２０１２ 054-622-6702

焼津市 石井運輸株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市中島字中島１２１５－３ 054-622-5292

焼津市 日本ロジテム株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市相川字堤外２１３７－１ 054-662-1311

焼津市 トナミ運輸株式会社　藤枝営業所 静岡県焼津市相川字道下１２７０番地 054-662-1073

焼津市 日発運送株式会社　本社営業所 静岡県焼津市下江留４３７－１４ 054-622-0839

焼津市 平和みらい株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市方ノ上字堀合５０７ 054-626-1600

焼津市 佐藤産業有限会社　静岡営業所 静岡県焼津市田尻字和田２１５４－２２ 058-398-7300

焼津市 第一物流サービス株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市治長請所１３２番 054-624-1305

焼津市 浜名梱包輸送株式会社　静岡西営業所 静岡県焼津市八楠四丁目２６番５ 054-621-5551

焼津市 ヤマトボックスチャーター株式会社　静岡支店 静岡県焼津市八楠４丁目３６－７ 054-620-6570

焼津市 中部三和物流株式会社　本社営業所 静岡県焼津市八楠２丁目２２番２号 054-626-1355

焼津市 名鉄運輸株式会社　静岡西支店 静岡県焼津市越後島３２６ 054-626-2111

焼津市 日本梱包運輸倉庫株式会社　焼津営業所 静岡県焼津市越後島字越後島４３５ 054-629-2313

裾野市 ヤマト運輸株式会社　東静岡主管支店 静岡県裾野市今里字芋穴久保４５１ 055-965-0953

裾野市 アサガミ物流株式会社　裾野営業所 静岡県裾野市金沢字大棚１３６－１ 055-997-3377

裾野市 中駿自動車運送株式会社　千福配車センター 静岡県裾野市千福字小沢１４５番地１ 055-992-2068

裾野市 株式会社清栄運輸　本社営業所 静岡県裾野市伊豆島田字穴畑３３８番地の２ 055-993-7715

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡安西支店 静岡県静岡市葵区若松町７０－７ 080-5043-4087

静岡市 株式会社千代田商行　本社営業所 静岡県静岡市葵区東千代田３－８－１ 054-261-7175

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡東千代田センター 静岡県静岡市葵区東千代田２丁目６０ 080-5098-1100

静岡市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　静岡支店 静岡県静岡市葵区千代田５－１３－１５ 054-248-6019

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡城北支店 静岡県静岡市葵区城北字才運３１番１ 080-5451-8557

静岡市 竜爪運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市葵区上土２丁目１９－１９ 054-262-0991

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡中央支店 静岡県静岡市葵区東町２０－５ 080-5043-4072

静岡市 西濃運輸株式会社　静岡支店 静岡県静岡市葵区薬師８－２０ 052-673-4310

静岡市 静和商事株式会社　本社営業所 静岡県静岡市葵区瀬名５丁目１５－１７ 054-264-0530

静岡市 近物レックス株式会社　静岡支店 静岡県静岡市葵区流通センター１４番地２ 054-261-1121

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡長田支店
静岡県静岡市駿河区向敷地字上川原１２０４－１－１，１

２０５－１，１２５９
080-5043-3952

静岡市 有限会社萩原　本社営業所 静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６ 054-204-0333

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡丸子センター 静岡県静岡市駿河区北丸子一丁目１２３８番１ 080-5098-0524

静岡市 今村運送有限会社　本社営業所 静岡県静岡市駿河区下川原２－３０－５ 054-259-5982

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡桃園センター 静岡県静岡市駿河区桃園町７－９ 080-5451-6153
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静岡市 株式会社梅久運輸　本社営業所 静岡県静岡市駿河区小坂字赤坂８８６－１ 054-259-2197

静岡市 第一貨物株式会社　静岡支店 静岡県静岡市駿河区小坂一丁目７９番 054-259-0191

静岡市 藁科運輸有限会社　本社
静岡県静岡市葵区千代２－１９－３５（千代字下の谷１１

８－１）
054-278-0520

静岡市 株式会社エスラインギフ　静岡営業所 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２３６２番地 054-278-1861

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡安倍口センター 静岡県静岡市葵区与左衛門新田字西通３番２ 080-5068-2334

静岡市 ヤマト運輸株式会社　蒲原由比センター 静岡県静岡市清水区由比字ヌクイ４３２－１ 080-5098-3727

静岡市 中部陸運株式会社　蒲原営業所 静岡県静岡市清水区蒲原東２１０，２１１ 054-388-3111

静岡市 日軽物流株式会社　ケミカル営業所 静岡県静岡市清水区蒲原字鍵ノ手５６３５－８ 054-385-4421

静岡市 株式会社渡辺産業　本社営業所 静岡県静岡市清水区蒲原新田２丁目２６番６号 054-388-2564

静岡市 日軽物流株式会社　蒲原営業所 静岡県静岡市清水区蒲原字長堰堤外９３－１ 054-388-3161

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡国吉田センター 静岡県静岡市駿河区国吉田１－３１０－８ 080-5043-4020

静岡市 日本通運株式会社　静岡コンテナ課 静岡県静岡市駿河区池田字大黒坪３４６ 054-262-1122

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡主管支店 静岡県静岡市駿河区曲金５－５－３０ 054-285-1131

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡池田支店 静岡県静岡市駿河区池田１４１番２ 080-5451-6154

静岡市 名鉄ゴールデン航空株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区聖一色字八反田８１－１ 054-264-0331

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡有明支店 静岡県静岡市駿河区豊田３－２５５－６ 080-5043-4057

静岡市 ヤマト運輸株式会社　静岡敷地センター 静岡県静岡市駿河区宮竹２－１０３ 080-5098-3728

静岡市 株式会社ハート引越センター　静岡営業所 静岡県静岡市駿河区下島４１３－２ 054-236-5505

静岡市 株式会社ノーベル　本社営業所 静岡県静岡市駿河区中島１３１１－１ 054-269-4148

静岡市 株式会社サカイ引越センター　静岡支社 静岡県静岡市駿河区中島４６２番地２ 054-280-1141

静岡市 株式会社ジェイエイしみずサービス　本社営業所 静岡県静岡市清水区押切２４３０番地 054-376-5492

静岡市 アオキトラック運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区横砂御林脇４０８－１８ 054-364-1507

静岡市 清水運送株式会社　本社営業所
静岡県静岡市清水区袖師町字西浜１６１９（代表），１６

０２－３，１６７６－２，１６７６－３，１６７７
054-364-2555

静岡市 株式会社スズケイ　静岡営業所 静岡県静岡市清水区袖師町７８５番地の３ 054-625-6877

静岡市 ブルーエキスプレス株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島１９７４－９ 054-371-1800

静岡市 ベルエクスプレス株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区西久保３０１番地の１ 054-368-5972

静岡市 ヤマト運輸株式会社　清水港町センター 静岡県静岡市清水区西大曲町４１２－１ 080-5451-5182

静岡市 株式会社丸総　清水営業所 静岡県静岡市清水区高橋町字郷東山２１９３ 054-361-0770

静岡市 上野輸送株式会社　清水事業所 静岡県静岡市清水区半左衛門新田字トビヨシ６１ 054-345-2931

静岡市 株式会社タキトラフィック　清水営業所 静岡県静岡市清水区半左衛門新田字ビクニ１６７ー１ 054-346-5392

静岡市 大阪内外液輸株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区堀込字５００地５２９－１ 054-345-2879

静岡市 富士宮牛乳運輸株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区堀込字五百地５８０－１ 054-345-8934

静岡市 佐川急便株式会社　駿河営業所 静岡県静岡市駿河区登呂６丁目１７－４５ 054-202-8485
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静岡市 愛知陸運株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区長崎新田４７８番地 054-349-7171

静岡市 徳三運輸倉庫株式会社　清水長崎営業所 静岡県静岡市清水区長崎字堂免３１０ 054-369-1093

静岡市 株式会社日立物流中部　清水輸送係 静岡県静岡市清水区長崎字大池６１ー５、６１－９、６２ 054-348-0455

静岡市 株式会社エクシング　静岡営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字寺川下５５８，５５９ 054-345-3926

静岡市 丸徳運送株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字大当６４７－１ 054-345-1120

静岡市 佐川急便株式会社　静岡営業所 静岡県静岡市清水区鳥坂字下田２０４ 054-344-0111

静岡市 清和物流株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区庵原町字柿の木田１６０－１２ 054-366-6665

静岡市 柏栄トランス株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区庵原町１４４番７ 054-366-2276

静岡市 徳三運輸倉庫株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区興津中町９８５番地３、４ 054-369-1170

静岡市 鈴與自動車運送株式会社　清水支店 静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５－５１ 054-369-2281

静岡市 ヤマト運輸株式会社　清水興津センター 静岡県静岡市清水区八木間町字法泉寺前６０２－２ 080-5045-1822

静岡市 株式会社ティー・アール・エス　本社営業所 静岡県静岡市清水区島崎町１７３－３ 054-354-1237

静岡市 株式会社Ｊ－パック静岡事業所　静岡事業所 静岡県静岡市清水区新港町２番地 054-354-0706

静岡市 有限会社ポートスターエクスプレス　本社営業所 静岡県静岡市清水区楠２６４番地の１ 054-349-7788

静岡市 三和運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区三保３８１６－２ 054-334-1728

静岡市 第一物流サービス株式会社　清水営業所 静岡県静岡市清水区折戸３１４－６ 054-336-2345

静岡市 鉄興運輸株式会社　本社 静岡県静岡市清水区村松１－４－４０ 054-335-3131

静岡市 清水自動車運輸株式会社　本社営業所 静岡県静岡市清水区南岡町９－３ 054-352-1012

袋井市 有限会社トラスト物流　本社 静岡県袋井市国本５８８番地の２ 0538-45-3255

袋井市 株式会社袋井運輸　本社営業所 静岡県袋井市国本３０３３－８ 0538-43-4371

袋井市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市国本字大坪２７４３－１－２ 0538-44-1700

袋井市 大和運送株式会社　静岡営業所 静岡県袋井市国本１３１０－１ 0538-42-7704

袋井市 大和物流株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市国本字溝地８８３－２ 0538-42-1258

袋井市 遠州トラック株式会社　本社営業所
静岡県袋井市木原字下水洗２２－１（積卸　字八ツ枝４７

－１、４９、５２）
0538-45-1111

袋井市 株式会社サンワネッツ　木原営業所 静岡県袋井市木原字角田５２１－１ 0538-43-4528

袋井市 福山通運株式会社　袋井支店 静岡県袋井市土橋彦二郎６０－１ 0538-42-3191

袋井市 株式会社やまひろ運輸　静岡営業所 静岡県袋井市小山４６７－１ 0538-43-3323

袋井市 多摩運送株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市川井８７４－１ 0538-86-4381

袋井市 日本梱包運輸倉庫株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市堀越字長面５５０番１ 0538-42-6181

袋井市 中部運輸株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市山科字池ノ谷３０６０－３ 0538-30-6631

袋井市 株式会社アイ・エス・ライン　本社営業所 静岡県袋井市山科字前田３４１５番地の１ 0538-31-3737

袋井市 株式会社スリーエス物流　袋井営業所 静岡県袋井市山科字池ノ谷２４４０－１ 0538-43-8180

袋井市 明治ロジテック株式会社　袋井事業所 静岡県袋井市山科字川井田２４３４－１ 0538-45-2333
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袋井市 ヤマト運輸株式会社　袋井浅羽支店 静岡県袋井市浅名字村東９０６－１ 0538-30-0355

袋井市 油屋運送有限会社　本社営業所 静岡県袋井市西同笠６５－１ 0538-23-3332

袋井市 港トラック運送株式会社　袋井営業所 静岡県袋井市湊６１０ 0538-23-0313

袋井市 株式会社まるあ　中遠事業所 静岡県袋井市梅山１７４４ 0538-23-2231

島田市 望月運輸株式会社　本社営業所 静岡県島田市横井２－２６－１５ 0547-35-5171

島田市 坪本運送株式会社　静岡営業所 静岡県島田市中河字中瀬８２２番地の１ 0547-39-3230

島田市 島田トラック運輸株式会社　本社営業所 静岡県島田市阪本２５６０番地の２ 0547-38-4111

島田市 柘運送株式会社　静岡営業所 静岡県島田市金谷東二丁目４４番地の１５ 0547-46-4191

藤枝市 ヤマコー・テクノ流通株式会社　本社営業所 静岡県藤枝市岡部町岡部字吉ノ本１４５７－１ 054-667-3555

藤枝市 ヤマト運輸株式会社　藤枝仮宿センター 静岡県藤枝市仮宿字清水１１５３番１ 054-647-3566

藤枝市 日本通運株式会社　静岡アローセンター 静岡県藤枝市下当間３５１ 054-644-0202

藤枝市 セイノ―スーパーエクスプレス株式会社　藤枝営業所 静岡県藤枝市下当間６６５－１ 054-643-2711

藤枝市 松葉倉庫運輸株式会社　本社営業所 静岡県藤枝市下当間６４５ 054-644-2111

藤枝市 東海トネックス株式会社　本社営業所 静岡県藤枝市八幡４９３番地の６ 054-641-8471

藤枝市 鴻池運輸株式会社　静岡定温流通センター営業所 静岡県藤枝市八幡字半名返６４０－２ 054-643-4321

藤枝市 日本通運株式会社　藤枝物流センター事業所 静岡県藤枝市小石川町３丁目２０－１ 054-641-3144

藤枝市 駿遠運送株式会社　藤枝支店 静岡県藤枝市大新島字大新島７５７ 054-635-3121

藤枝市 結城運輸倉庫株式会社　藤枝営業所 静岡県　藤枝市　善左衛門２丁目１番地の７ 054-634-1510

藤枝市 ホイテクノ物流株式会社　藤枝支店 静岡県藤枝市大西町２－１３－１ 054-635-2151

藤枝市 高末株式会社　藤枝営業所 静岡県藤枝市青南町３－２５－３ 054-636-0566

藤枝市 株式会社ロジテムツムラ　本社営業所 静岡県藤枝市谷稲葉字柳坪１５７－１ 054-643-3886

藤枝市 佐川急便株式会社　藤枝営業所 静岡県藤枝市下藪田２４７－１ 054-638-6431

熱海市 有限会社山口商店　本社営業所 静岡県熱海市梅園町１２２１－３ 0557-82-0332

熱海市 ヤマト運輸株式会社　熱海支店 静岡県熱海市上多賀７７０－１ 080-5043-4145

磐田市 ヤマト運輸株式会社　磐田福田センター 静岡県磐田市福田字村前４６８６－１ 080-5045-9997

磐田市 岩品運送有限会社　本社営業所 静岡県磐田市大久保字安井谷８９２－１ 0538-38-0734

磐田市 中遠運輸株式会社　磐田事業所 静岡県磐田市大久保４７３－１ 0538-38-6300

磐田市 株式会社マツイ　本社営業所 静岡県磐田市明ヶ島原４６－１２ 0538-35-6684

磐田市 株式会社ツカサ　磐田営業所 静岡県磐田市岩井１８１８番地１ 0538-32-9185

磐田市 有限会社日進運輸　本社営業所 静岡県磐田市稗原２９－１ 0538-39-5111

磐田市 株式会社エクシング　浜松営業所 静岡県磐田市草崎字広町１０１４ 0538-34-6038

磐田市 有限会社豊和興業　本社営業所 静岡県磐田市見付字美登里町４７６７－２８ 0538-35-5591

磐田市 株式会社トランスポート・オオスギ　本社営業所 静岡県磐田市見付字美登里１９７０－１，－１０ 0538-35-4121

磐田市 株式会社南海サービス　本社営業所 静岡県磐田市堀之内字村西１３６７－１ 0538-67-1133

磐田市 株式会社竜洋運輸　本社営業所 静岡県磐田市竜洋稗原字村北１２番地の１ 0538-66-8290
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磐田市 株式会社キャリスター　本社営業所 静岡県磐田市豊岡２８５２－３３ 0538-67-1115

磐田市 翔運輸株式会社　竜洋営業所 静岡県磐田市駒場字流作新田７１１０ 0538-59-3231

磐田市 エージーエス株式会社　本社営業所 静岡県磐田市加茂１４６－１ 0538-36-2339

磐田市 ワーレックス株式会社　浜松営業所 静岡県磐田市上万能５２８ 0538-35-0811

浜松市 イズミ物流株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区神田町２２０ 053-442-6555

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松植松支店 静岡県浜松市東区植松町６０－１２ 053-411-1055

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松遠州浜支店 静岡県浜松市南区恩地町字七通５２４ 080-6604-8470

浜松市 株式会社ハマキョウレックス　本社営業所 静岡県浜松市南区寺脇町字北方１７０１－１ 053-444-0051

浜松市 遠州西濃運輸株式会社　浜松支店 静岡県浜松市中区中央２丁目６－５ 053-421-6471

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松元浜支店 静岡県浜松市中区元浜町字五丁目３４１－１ 080-5043-3780

浜松市 浜松倉庫株式会社　本社営業所 静岡県浜松市中区中央三丁目８番３５号 053-453-0151

浜松市 大五運送株式会社　センター営業所 静岡県浜松市西区舞阪町長十新田６７８番１ 053-447-8858

浜松市 株式会社サンワネッツ　浜松営業所 静岡県浜松市西区湖東町字東原１９７０－７ 053-486-6060

浜松市 株式会社ヘルプス　本社営業所 静岡県浜松市西区桜台一丁目５番１号 053-414-1576

浜松市 マルク運輸株式会社　桜台営業所 静岡県浜松市西区桜台５丁目１０８－８ 053-414-5020

浜松市 有限会社豊和興業　浜松営業所 静岡県浜松市西区大人見町字上向き２８７－１ 053-485-6270

浜松市 駿遠運送株式会社　浜松支店 静岡県浜松市北区細江町三和字七ノ坪９３－６ 053-522-1160

浜松市 三農サービス株式会社　本社営業所 静岡県浜松市北区三ケ日町三ケ日８６６番地の１ 053-524-0025

浜松市 都田運送有限会社　本社営業所 静岡県浜松市北区都田町字嫁田６４７２－１ 053-428-2129

浜松市 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区豊町字羽島２１８１－５ 053-435-5151

浜松市 浜重機アシスト株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区西ケ崎町９１０－１ 053-433-8985

浜松市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　浜松西支店 静岡県浜松市東区半田山６丁目１９－１ 053-431-0300

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松天竜センター 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵字札木１４２－１ 0539-22-0611

浜松市 株式会社丸吉運送　本社営業所 静岡県浜松市西区神ヶ谷町字西平９１６２－８ 053-485-5864

浜松市 株式会社スワロー物流浜松　本社営業所 静岡県浜松市中区神田町字鳥居松３８０番地 053-441-1950

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松卸本町支店 静岡県浜松市南区卸本町１０番地 080-5451-3900

浜松市 センコー株式会社　浜松ＰＤセンター
静岡県浜松市南区米津２６５８（浜松市米津町字沖新田２

６５８他６筆）
053-444-2511

浜松市 南星キャリックス株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市南区新橋町字浜新田２４８３－１ 052-441-8858

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松篠原支店 静岡県浜松市南区小沢渡町字村北１３１４番 053-445-2970

浜松市 東和運輸倉庫株式会社　都田支店 静岡県浜松市北区豊岡町３２２番１ 053-439-7300

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松葵西センター 静岡県浜松市中区葵西６丁目７０４－１ 053-414-0226

浜松市 ＳＫＹロジスティック株式会社　本社営業所 静岡県浜松市北区初生町１３７２番地の２ 053-437-8800

浜松市 みやび山下運輸有限会社　本社営業所 静岡県浜松市中区西丘町９８５－２ 053-436-1123

浜松市 日本梱包運輸倉庫株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区高丘東２丁目７－１ 053-436-2331
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浜松市 佐川急便株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市中区高丘西４－７－２２ 053-436-4036

浜松市 有限会社モリタエクスプレス　本社営業所 静岡県浜松市浜北区宮口字本通４８３１－２１２ 053-582-1810

浜松市 永井配送センター株式会社　本社営業所 静岡県浜松市浜北区中瀬字若宮１５８３－１ 053-588-2242

浜松市 浜名梱包輸送株式会社　竜南営業所 静岡県浜松市浜北区竜南５２５ 053-587-1150

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松小松支店 静岡県浜松市浜北区小松１６３７ 053-584-4755

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松主管支店 静岡県浜松市東区上石田町字東浦１２６８－１ 053-435-5310

浜松市 福山通運株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区上石田町字下八ッ枝８８８－１ 053-434-2000

浜松市 サーラ物流株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３６０ 053-423-3212

浜松市 ウェルポート株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字吉添４９２－１ 053-422-5005

浜松市 濃飛倉庫運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字境１７８－１ 053-421-5211

浜松市 株式会社ダイコー商運　本社営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３０９番地 053-422-5511

浜松市 中倉陸運株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３１１ 053-422-6008

浜松市 株式会社トランスポート・セイブ　本社営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字境７０－２ 053-422-2321

浜松市 名鉄急配株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区白鳥町字松下４２３ 053-422-0500

浜松市 浜名梱包輸送株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区白鳥町字吉添４９８－１ 053-422-3020

浜松市 株式会社内藤物流　浜松インター営業所 静岡県浜松市東区中里町３６８番 053-589-3611

浜松市 株式会社廣川運送　静岡営業所 静岡県浜松市東区下石田町１１５５－１ 053-423-3955

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松下石田支店 静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１１２７－６ 053-422-8712

浜松市 有限会社浜運物流サービス　浜松営業所 静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１０３８－１ 053-422-0666

浜松市 浜松運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１０５３ 053-421-7777

浜松市 葵ロジスティクス株式会社　浜松インター営業所 静岡県浜松市東区流通元町１－２ 053-581-9401

浜松市 豊橋港陸運株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区流通元町４番４号 053-423-5010

浜松市 ピアノ運送株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区流通元町１５－３ 053-422-0871

浜松市 トナミ運輸株式会社　浜松支店 静岡県浜松市東区流通元町１－１ 053-421-6151

浜松市 名鉄ゴールデン航空株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区流通元町１８－１ 053-421-7518

浜松市 綜合警備保障株式会社　浜松支社　浜松警送支店 静岡県浜松市東区天竜川町９６３ 053-422-7039

浜松市
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　浜松

海外生活支援センター
静岡県浜松市南区白羽町字中野西２５４－５ 053-441-7811

浜松市 エテルナ運送株式会社　本社営業所 静岡県浜松市東区和田町２２６－４ 053-463-1367

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松飯田センター 静岡県浜松市南区飯田町字開戸４４９－１ 080-6699-0546

浜松市 株式会社内藤物流　浜松 静岡県浜松市東区北島町字芳原６３８ 053-422-7483

浜松市 名糖運輸株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区丸塚町２０３，２０４ 053-411-6833

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松原島支店 静岡県浜松市東区原島町字中柳５５１番地１ 080-6699-4777

浜松市 ヤマト運輸株式会社　浜松早出センター 静岡県浜松市中区早出町２２５－１２ 080-6604-5278

富士宮市 イズミ物流株式会社　富士宮営業所 静岡県富士宮市宮原５８８－２　マスビル２－Ｄ 0544-66-9694
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富士宮市 大富運輸株式会社　富士宮営業所 静岡県富士宮市外神１８２６ 0544-66-8490

富士宮市 共立運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士宮市舞々木町６６３ 0544-26-4181

富士宮市 ヤマト運輸株式会社　富士宮小泉支店 静岡県富士宮市小泉字権現２６５－６ 080-5043-4258

富士宮市 株式会社鈴与カーゴネット富士　富士宮営業所 静岡県富士宮市大中里９０－３ 0544-25-5501

富士宮市 株式会社エコネコル　本社営業所 静岡県富士宮市山宮字棚坂３５０７番地１９ 0544-58-5800

富士市 高末株式会社　富士営業所 静岡県富士市五貫島字靖国８１９ 0545-65-1212

富士市 日本通運株式会社　富士航空貨物センター 静岡県富士市松本字平井島５４－１ 0545-65-7500

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士柚木センター 静岡県富士市柚木字光月院南１５２番１ 080-5451-5207

富士市 鈴木運輸倉庫株式会社　本社営業所 静岡県富士市松岡１３５２－６ 0545-61-2938

富士市 日本通運株式会社　富士支店コンテナ課 静岡県富士市下横割字本田堀内南３４－２地先無番地 0545-63-1631

富士市 トールエクスプレスジャパン株式会社　富士支店 静岡県富士市蓼原字中割２１４番１ 0545-61-1718

富士市 センコー株式会社　富士営業所 静岡県富士市前田字広町１３５－１ 0545-61-3000

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士森島支店 静岡県富士市宮島字富島１８０番地１ 080-5045-8209

富士市 富士トラック株式会社　本社営業所 静岡県富士市五貫島１４１４ 0545-61-0298

富士市 株式会社ロジパルエクスプレス　静岡営業所 静岡県富士市五貫島４９９－１ 0545-30-6606

富士市 東海運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士市宮下字元富士２５５－２ 0545-61-3069

富士市 株式会社羽衣運輸　本社営業所 静岡県富士市今泉字花ノ木６１９－１ 0545-32-8851

富士市 森洋運輸株式会社　富士営業所 静岡県富士市今泉字高尾奈４９６－１ 0545-51-5550

富士市 株式会社バンテックセントラル　富士営業所 静岡県富士市今泉字花の木６４５番地１ 0545-52-5082

富士市 平成運輸株式会社　本社営業所
静岡県富士市依田橋字田中１６１－５●静岡県富士市依田

橋字田中１６１－４
0545-33-2211

富士市 徳三運輸倉庫株式会社　富士営業所 静岡県富士市依田橋字下三条２１７－１ 0545-33-3630

富士市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　富士航空営業所 静岡県富士市依田橋２６８－１ 0545-52-0133

富士市 有限会社カネヨシ運輸　本社営業所 静岡県富士市依田橋字芝添３３５－２ 0545-32-0083

富士市 天竜自動車運送株式会社　富士営業所 静岡県富士市大渕字市十窪２４７９－１４ 0545-33-1860

富士市 松井運輸有限会社　本社営業所 静岡県富士市依田橋字田中１３７－１ 0545-53-5856

富士市 株式会社和泉運送　本社営業所 静岡県富士市新橋町８番３号 0545-53-3177

富士市 ベルエクスプレス株式会社　富士営業所 静岡県富士市八代町５６番地 0545-52-2955

富士市 株式会社大翔運輸　本社 静岡県富士市八代町５－１６ 0545-54-1660

富士市 福山通運株式会社　富士営業所 静岡県富士市田島字窪田７４－１外１２筆 0545-53-2011

富士市 サカエ運輸有限会社　富士営業所 静岡県富士市島田町２丁目９２番地 0545-53-4845

富士市 ミナト流通サービス株式会社富士営業所　富士営業所 静岡県富士市島田町２丁目９５－１番地 0545-52-5744

富士市 マルタケ運輸株式会社　富士営業所 静岡県富士市島田町２丁目５２ 0545-55-3955

富士市 日本図書輸送株式会社　富士営業所 静岡県富士市伝法字東平２４０７－１３ 0545-51-0360
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富士市 近物レックス株式会社　富士支店 静岡県富士市弥生字水神前９－８ 0454-51-9191

富士市 ワーレックス株式会社　富士営業所 静岡県富士市大渕２４５９ 0545-35-3601

富士市 ヤマト運輸株式会社　富士中野センター 静岡県富士市中野字西古野２３０番３ 080-6698-9880

富士市 佐川急便株式会社　富士営業所 静岡県富士市中里字大坪新田添２６２３－４ 0545-32-2130

富士市 静岡山章運輸株式会社　富士営業所 静岡県富士市比奈１２１番地の１８ 0545-32-9201

富士市 株式会社鈴与カーゴネット富士　本社営業所 静岡県富士市比奈字片田５００ 0545-39-0205

富士市 東栄運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士市比奈字西御堂免３４１－１ 0545-38-0024

富士市 株式会社佐野建材　本社 静岡県富士市厚原６８３番地の２ 0545-72-2069

富士市 株式会社辰巳商会　富士営業所 静岡県富士市厚原字八反田２１６－１ 0545-71-3917

富士市 株式会社大村総業　富士営業所 静岡県富士市五貫島８６６－３ 0545-61-3393

富士市 ほてい運輸株式会社　本社営業所 静岡県富士市北松野字上野４４２８番地の４ 0545-85-3111

富士市 マルク運輸株式会社　富士 静岡県富士市宮下字大道下５６０番地の３ 0545-30-8033

牧之原市 ヤマト運輸株式会社　牧之原榛原センター 静岡県牧之原市中字五ノ坪６６５－１ 0548-24-0511

牧之原市 株式会社榛南ツバタ　静岡営業所 静岡県牧之原市勝俣１９５６－１ 0548-22-0363

牧之原市 駿遠運送株式会社　牧之原営業所 静岡県牧之原市静波字前浜２２２０－１２６ 0548-22-4320

牧之原市 株式会社ＳＡＷＡＤＡ　牧之原営業所 静岡県牧之原市東萩間字二本松２２２２－２ 0548-25-5077

牧之原市 株式会社丸中　本社営業所 静岡県牧之原市白井字枇杷田３５９－１ 0548-54-1811

賀茂郡 ヤマト運輸株式会社　西伊豆田子センター 静岡県賀茂郡西伊豆町田子字浜田１０９６－１ 080-5068-2331

賀茂郡 ヤマト運輸株式会社　松崎センター 静岡県賀茂郡松崎町江奈字浜田１８２－１ 080-5045-8217

賀茂郡 ヤマト運輸株式会社　東伊豆支店 静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１２番１２ 080-5098-1101

賀茂郡 ヤマトホームコンビニエンス株式会社　下田支店 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取上林ノ沢３０３１－２４４ 0557-33-2181

周智郡 株式会社Ｎｅｗｚ　静岡営業所 静岡県周智郡森町大字城下字向坪７５３－６ 0538-85-1430

周智郡 森町運送有限会社　本社営業所 静岡県周智郡森町向天方字澤上８５２ 0538-85-2452

周智郡 ヤマト運輸株式会社　遠州森町センター 静岡県周智郡森町森字八反田１５３４ 0538-85-1222

駿東郡
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部　富士小山営

業所
静岡県駿東郡小山町棚頭字中尾１２０６番地の４ 0550-78-1339

駿東郡 株式会社鈴与カーゴネット沼津　沼津営業所 静岡県駿東郡清水町玉川字芝添６１－１１ 055-981-1991

駿東郡 東海輸送株式会社　本社営業所 静岡県駿東郡清水町長沢字北久保田４３ 055-975-7290

駿東郡 近物レックス株式会社　沼津支店 静岡県駿東郡清水町伏見字向田３５１ 055-972-0131

駿東郡 静岡ロジスティクス株式会社　本社 静岡県駿東郡長泉町南一色８８１番地の１ 055-988-1357

駿東郡 セイノースーパーエクスプレス株式会社　沼津東支店 静岡県駿東郡長泉町南一色５５６－１他 055-999-1700

駿東郡 株式会社エーピーネットワーク　本社営業所 静岡県駿東郡長泉町納米里４５０番１ 055-986-6680

駿東郡 株式会社サントス　東海営業所 静岡県駿東郡長泉町下長窪八反田３０７－１ 055-987-1818

駿東郡 鴻池運輸株式会社　長泉流通センター営業所 静岡県駿東郡長泉町下長窪１８９番地１４号 055-989-2104
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榛原郡 株式会社内藤物流　吉田営業所
静岡県榛原郡吉田町片岡１２５６－１　ティファニーｆ

１０１号
0548-33-2266

榛原郡 株式会社タキトラフィック　榛南営業所 静岡県榛原郡吉田町川尻５４１－３ 0548-28-7266

榛原郡 株式会社まるよ運送　本社営業所 静岡県榛原郡吉田町川尻字京田９１２－１ 0548-32-6743

榛原郡 キユーソーティス株式会社　静岡営業所 静岡県榛原郡吉田町川尻字大坪１０１９ 0548-32-8831

榛原郡 富士運送株式会社　吉田営業所 静岡県榛原郡吉田町川尻字川尻提鼻４０３８－５、６、７ 0548-32-8236

榛原郡 ヤマト運輸株式会社　吉田支店 静岡県榛原郡吉田町神戸２２００番１０ 080-6698-4015

榛原郡 株式会社サンワネッツ　島田営業所 静岡県榛原郡吉田町神戸字山王１１０２－１ 0548-32-0007

榛原郡 ヤマト運輸株式会社　川根本町センター 静岡県榛原郡川根本町上長尾字梅島下１３２６－３ 0547-56-0900

田方郡 トランコムＤＳ株式会社　田方センター 静岡県田方郡函南町間宮６４２－１ 055-978-1255

田方郡 ヤマト運輸株式会社　函南支店 静岡県田方郡函南町肥田字大川久保３１６－１ 080-5043-4198
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