
届出・導入事業者数 146社
（敬称略／五十音順）

会社名 代表者名 ホームページアドレス
アイセイ運輸株式会社 相沢　匡 http://www.ac.auone-net.jp/~aisei/
青バラ運輸有限会社 後藤　正一
アサノ運輸株式会社 浅野　修平
株式会社あさひ運輸商事 佐々木　敏夫
有限会社アシスト物流 安田　茂
株式会社イシケン
石巻漁港運輸企業組合 小林　武市
有限会社一力運輸 加藤　褜男
有限会社イトウ建材 伊藤　信市
株式会社臼井運送 齋藤　幸一
伊藤トラック有限会社
有限会社栄進運輸 及川　栄
SBSフレイトサービス株式会社 仙台支店

奥州物産運輸株式会社 菅井　三代治 http://www.ohshu-bussan.jp
有限会社太田建材店
大衡運送株式会社 千葉　一生 http://www.ohhira-unsou.co.jp/
有限会社小野寺土建 小野寺　忠雄
女川運輸株式会社 鴇田　英俊
有限会社小山商事 小山　豊明
カイハツ生コン輸送株式会社 歳桃　英雄
カネフジ運輸株式会社 須藤　弘三
カホク運送株式会社 佐藤　俊一
河北トラック株式会社 齋藤　匡
有限会社鎌田興業 鎌田　正造
カメイ物流サービス株式会社 富士渓　勝彦
株式会社関東貨物 奥谷　泉
有限会社北上運送 伊藤　明彦
株式会社北宮城運輸 佐々木　利彦
有限会社魚心会運送 佐藤　孝一
株式会社グランツ 江種　雅彦 http://www.glans-g.co.jp/
株式会社栗村産業運送 櫻井　一男
有限会社グルメイト 阿部　正美
株式会社コウシン運輸 石川　幸弘
株式会社興隆運輸 http://www.kouryuunyu.com
株式会社互興運送 沼田　克也
佐川急便株式会社　仙台営業所
有限会社佐々木運輸 佐々木　誠二
有限会社佐藤運送 佐藤　佳廣
有限会社沢田運輸 西城　金一
株式会社サンユー 及川　孝子
塩竈港運送株式会社 松田　順夫
塩竈倉庫株式会社 横田　善三郎 http://www.siogamasoko.co.jp/
塩釜トラック株式会社 及川　美千子
有限会社塩釜マルセ運送 丹　勉
塩釜陸運株式会社 玉田　哲也
株式会社庄子運送 庄子　清一 http://www.shoun.co.jp/
合資会社白石貨物 今出　尚孝
株式会社志波姫運輸 鹿野　敏
有限会社真栄運輸 佐々木　栄一
新東運輸株式会社 新田　實
有限会社信陽 千葉　陽一
菅原産業細倉運輸株式会社 菅原　克郎
有限会社清建物流 佐々木　健治
セブンライン株式会社 刈谷　芳博
株式会社ゼロワンエクスプレス
センコン物流株式会社 久保田　晴夫 http://www.senkon.co.jp/
仙台運送株式会社 菊池　徹 http://www.sendaiunsou.co.jp/
仙台オート輸送株式会社 安藤　徳夫
仙台喜多運輸株式会社 佐々　哲也 http://www.1yorokobi.jp/
仙台中央運送株式会社
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株式会社仙台配送 尾上　寿昭 http://www.senhai.co.jp/
株式会社仙台丸井運輸 菊地　典雄
株式会社仙台ミトモ
仙台陸運株式会社 菊地　徹
第一梱包運輸株式会社 菅野　泰治
株式会社大一物流 堀内　勝
大金運輸株式会社
有限会社大士運輸 菊田　浩
株式会社大昇物流 和野　昇 http://www.daisyo-s.com/
ダイショウ・ロジ株式会社 和田　由一
大仙運輸株式会社
太陽運輸株式会社 佐藤　清年 http://www.taiyo-unyu.co.jp/
株式会社平産業運輸 平　良夫
有限会社高繁工業 北郷　充雄 http://takasige.moo.jp/
高野企業株式会社 高野　剛
有限会社タキエンタープライズ 瀧下　文代志
株式会社竹の内運送 紺野　義友
有限会社武山商運 武山　孝好
有限会社田尻軽急送
田中建材輸送株式会社 田中　優一
株式会社東配 倉茂　周典 http://www.1081.co.jp
株式会社東北カーゴ http://www.t-cargo.jp
東北急送株式会社 佐藤　辰男
東北トラッキング株式会社 中村　潤
東北新潟運輸株式会社 渋谷　立夫
東北丸八運輸株式会社 三田村　信元
東北三八五流通株式会社 髙橋　信夫
東北宮田物流株式会社 宮田　三喜雄
東北流通運送株式会社 黒川　久
トーブサービス株式会社 佐藤　武男
有限会社冨樫運輸 冨樫　常夫
有限会社登米砂利店 佐々木　幸皓
豊里運輸株式会社 菅野　敏之
豊里貨物運送株式会社 今井　秋則
有限会社鳥畑商事 鳥畑　泰敏
株式会社南光物流サポート 後藤　秀幸
株式会社南里運送 南里　圭介
沼田運輸倉庫株式会社 竹谷　信康 http://www.numata-us.co.jp/
迫トラック株式会社 上野　寿夫 http://www.hasama-truck.co.jp/
有限会社橋浦運送 武田　敏雄
有限会社花道 山田　道弘
有限会社馬場建運送 馬場　勇人
有限会社ビーエスホットワーク 中林　耕一
有限会社聖運輸 青山　哲也
株式会社深掘自動車 深掘　誠功
有限会社フジケン 藤倉　勝美
株式会社フジヒロ 伊藤　恵美
株式会社ブライト 木村　養作
古川貨物株式会社 千葉　孝男
古山配送有限会社 古山　喬
株式会社北海興業　仙台営業所 佐藤　正勝 http://www.uyou.gr.jp/hokkai/
北昭運輸株式会社
有限会社堀商 堀　春幸
株式会社マキノ運輸 牧野　正久
有限会社真山運輸 真山　実
有限会社マルア運輸　石巻営業所
有限会社丸石運輸 佐々木　公男
丸一運送株式会社 堀籠　世哉
有限会社丸千運輸 川村　康信
有限会社丸伝運輸 後藤　嘉則 http://www.maruden-unyu.com
有限会社マルニ運輸 二階堂　則夫
株式会社丸水配送 鈴木　良徳
株式会社丸山運送 三浦　一夫 http://www.superlog.co.jp
丸祐商事株式会社 大友　祐介
有限会社三河運輸 千葉　榮一
株式会社みちのく企業 大須賀　啓
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有限会社港興業 赤間　正良
宮石運輸株式会社 後藤　益美
有限会社ミヤギカーゴ 齋藤　真三
宮城光和運輸株式会社 河本　雅幸
有限会社宮北合同運送 鈴木　千賀子
株式会社宮城ワールドエクスプレス 五安城　いを子
三八五トラフィック株式会社 髙橋　信夫
有限会社宮酪運送 井上　大
有限会社村田商運 村田　仁義
株式会社薬師運送 http://www.yakushi-transport.com/
山田運送株式会社 山田　正
有限会社ヤマチュウ商社 佐藤　正彦
有限会社山藤運輸 佐藤　一四郎
有限会社矢本運送 菊池　和子
結城運輸倉庫株式会社 結城　幸彦 http://www.yukiunyu.co.jp/
閖上トラック株式会社 針生　美千子
陸前運送株式会社 佐藤　武彦
有限会社陸中運輸 小野寺　市朗
有限会社利府運送 郷石近　繁樹
有限会社渡部建材 渡部　長一

※事前にご承諾を頂いた事業者のみ掲載しています。
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