貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
盛岡市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 盛岡西支店
株式会社トランシス 盛岡営業所
株式会社丸善配送 盛岡営業所
岩手東邦運輸倉庫株式会社 本社営業所
丸大運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 盛岡南支店
西濃運輸株式会社 盛岡支店
ＤＯＷＡ通運株式会社 盛岡営業所
日本通運株式会社 貨物ターミナル
丸一運送株式会社 盛岡支店
葵産業株式会社 盛岡
株式会社スリーエス・サンキュウ 盛岡営業所
湊運輸倉庫株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 盛岡支店
丸大運輸株式会社 北営業所
東北鉄道運輸株式会社 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 盛岡浅岸センター
日本通運株式会社 盛岡警送事業所
日本郵便株式会社 盛岡中央郵便局
ヤマト運輸株式会社 盛岡支店
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 盛岡営業所
株式会社古里木材物流 本社営業所
ロジトライ東北株式会社 盛岡事業所
株式会社北海小型運輸 盛岡営業所
カメイ物流サービス株式会社 盛岡営業所
岩手庄子運送株式会社 本社営業所
福山エクスプレス株式会社 盛岡営業所
北東北福山通運株式会社 盛岡支店
田中産業株式会社 盛岡営業所
岩泉自動車運輸株式会社 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 盛岡津志田センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（岩手県）

住所
岩手県盛岡市稲荷町３７－１，３８－１，３９－１，４１
－１
岩手県盛岡市芋田字武道９番地１３
岩手県盛岡市羽場１０地割１００番地
岩手県盛岡市羽場１０地割１－３
岩手県盛岡市永井１３地割９５番地
岩手県盛岡市永井１３地割９８番、９９番１
岩手県盛岡市永井１６地割字地田３
岩手県盛岡市永井３０地割３９番地（盛岡貨物ターミナル
駅構内）
岩手県盛岡市永井３０地割島崎１２－５
岩手県盛岡市好摩字上山３地割１５７
岩手県盛岡市黒川２２地割６２
岩手県盛岡市上鹿妻田貝１３
岩手県盛岡市上厨川字横長根５２－１
岩手県盛岡市上堂２－４－１３
岩手県盛岡市上堂４丁目３７－２
岩手県盛岡市厨川１丁目３４－２
岩手県盛岡市浅岸字柿木平５３－１、５２－イ
岩手県盛岡市前九年２丁目２０３－１
岩手県盛岡市中央通一丁目１３－４５
岩手県盛岡市東安庭３丁目１－１１，１－７
岩手県盛岡市東見前４地割１０番２号
岩手県盛岡市東見前６－３７－１
岩手県盛岡市東見前６地割２７－１
岩手県盛岡市東見前９地割２０番１
岩手県盛岡市湯沢１０地割４８番地４０
岩手県盛岡市湯沢１６字広川１５－１２
岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－３
岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－３
岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－７
岩手県盛岡市湯沢１６地割字広川１５－２
岩手県盛岡市南仙北２丁目１３番３（、盛岡市津志田西１
丁目１２番２３）
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電話番号
019-647-9619
019-669-5851
019-638-4322
019-637-5953
019-637-0001
019-637-3280
019-638-0018
019-638-1071
019-638-4433
019-682-0998
019-675-1351
019-659-2275
019-645-2818
019-646-0123
019-641-3990
019-641-2654
019-629-1051
019-647-4825
019-624-5350
019-626-3223
019-637-2151
019-681-8801
019-614-9281
019-632-8100
019-605-6111
019-637-5552
019-637-8322
019-637-7070
019-639-7011
019-639-0080
019-634-0571

H30.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

一関市

事業所名
日本通運株式会社 盛岡航空貨物センター
セイノースーパーエクスプレス株式会社 盛岡営業所
浪速運送株式会社 盛岡営業所
株式会社サカイ引越センター 岩手支社
東北西濃運輸株式会社 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 花泉センター
有限会社興進運輸 本社営業所
大東興運株式会社 本社営業所
岩手三八五流通株式会社 一関生コン営業所
株式会社日配運輸 一関営業所
佐川急便株式会社 一関営業所
武蔵貨物自動車株式会社 一関営業所
ヤマト運輸株式会社 一関支店
カメイ物流サービス株式会社 一関営業所
株式会社ビー・アイ運送 一関営業所
ヤマト運輸株式会社 一関千厩支店
東磐運送株式会社 千厩支店
柳田運輸株式会社 一関営業所
有限会社千厩運送 本社営業所
八ツ星運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 一関郵便局
有限会社イトウケイ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大東センター
伊東運送株式会社 本社営業所
岩手庄子運送株式会社 一関営業所
ヨコウン株式会社 一関営業所
一関南光物流サポート株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 一関支店
株式会社共立貨物 本社営業所
有限会社東北石灰運輸 本社営業所
東磐運送株式会社 東山営業所
有限会社栄和興業 本社営業所
宮石運輸株式会社 岩手営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 一関営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
岩手県盛岡市北飯岡一丁目１０番３２号
岩手県盛岡市門２－１２４－４
岩手県盛岡市門２－１２５－２
岩手県盛岡市門２丁目１０２－１
岩手県盛岡市流通センター北１丁目２２
岩手県一関市花泉町花泉字郷ノ里６０番地１
岩手県一関市厳美町字小河原１０１番地７
岩手県一関市狐禅寺字小倉沢３－２、４－１
岩手県一関市山目大字大槻４番地
岩手県一関市赤荻字荻野３６７番地の１
岩手県一関市赤荻字月町２２１－２
岩手県一関市赤荻字堺８３－２，８４－４
岩手県一関市赤荻字桜町１３９－１
岩手県一関市赤荻字桜町１７５番
岩手県一関市赤萩字桜町７１－１
岩手県一関市千厩町字古ケ口５９
岩手県一関市千厩町千厩字下駒場２８１－１
岩手県一関市千厩町千厩字下木六１００
岩手県一関市千厩町千厩字構井田２９番地の３
岩手県一関市千厩町千厩字西中沢２６７－４
岩手県一関市大手町６－１
岩手県一関市大東町摺沢字菅生前３２番地１
岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎９番１
岩手県一関市大東町曽慶字神蔭２５－３
岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢７－７４
岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢８６番１
岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５－１６６
岩手県一関市沢４８番１号
岩手県一関市中里字沢田２３２番地４
岩手県一関市東山町松川字滝の沢１７７－４，１９２－
１，１９３－１，１９９－１
岩手県一関市東山町長坂字羽根堀１９２－２
岩手県一関市東山町長坂字南磐井里５３番１
岩手県一関市東山町田河津字横沢２６３番１２
岩手県一関市東台１４－１０７
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電話番号
019-634-1211
019-653-3737
019-652-9155
019-604-1141
019-637-6207
0191-36-1720
0191-33-5955
0191-32-5210
0191-25-2546
0191-48-3350
0191-25-3221
0191-25-4331
0191-25-4106
0191-33-1310
0191-25-3384
0191-52-3512
0191-53-2155
0191-36-5833
0191-53-2550
0191-53-2455
0191-23-4151
0191-75-3722
0191-71-1551
0191-72-3724
0191-21-0471
0191-23-6331
0191-23-7256
0191-23-0123
0191-21-1111
0191-47-2055
0191-47-3436
0191-47-2545
0191-47-3924
0191-21-1233

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

江刺市
奥州市

事業所名

住所

電話番号

第一貨物株式会社 一関営業所
東磐運送株式会社 一関支店
一関貨物自動車株式会社 本社営業所
東北新開株式会社 本社営業所
近物レックス株式会社 一関営業所
株式会社バイタルエクスプレス 一関営業所
一関糧運株式会社 本社営業所
大東運輸株式会社 本社営業所
白金運輸株式会社 本社営業所
有限会社千葉運送 本社
ヤマト運輸株式会社 岩手江刺支店
東和運輸株式会社 岩手営業所
丸菊運送株式会社 本社営業所
株式会社野口 本社営業所
イチミヤ物流サービス株式会社 本社営業所
東北西濃運輸株式会社 水沢支店
北海道東北名鉄運輸株式会社 水沢支店

岩手県一関市東台１４－４５
岩手県一関市東台１４－４８
岩手県一関市東台１４－５９
岩手県一関市東台１４－６０
岩手県一関市萩荘字上中田１０２－１
岩手県一関市萩荘字上中田１１６番地１
岩手県一関市萩荘字鍋倉１９－２，１９－７
岩手県一関市舞川字岩沢１１８
岩手県江刺市稲瀬字沼館６９
岩手県奥州市江刺区愛宕字酉丸１２０
岩手県奥州市江刺区岩谷堂字御所橋１６，１７
岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根２０番９
岩手県奥州市江刺区岩谷堂字北八日市３２３－２
岩手県奥州市江刺愛宕字力石５９０－４
岩手県奥州市水沢卸町２番地１
岩手県奥州市水沢区卸町２－１４
岩手県奥州市水沢区卸町２－７

0191-23-6011
0191-26-2155
0191-23-2929
0191-23-0151
0191-24-3166
0191-32-1871
0191-21-1555
0191-48-3920
0197-35-0111
0197-35-7180
0197-35-7061
090-5849-9850
0197-35-3841
0197-31-2342
0197-23-7288
0197-22-3511
0197-23-3151

ヤマト運輸株式会社 水沢支店

岩手県奥州市水沢区佐倉河字竃神４－４，４－５，５－７

0197-24-9121

南部運輸株式会社 本社営業所
株式会社七栄 岩手営業所
日本郵便株式会社 水沢郵便局
ロジトライ東北株式会社 水沢事業所
株式会社アストモスガスセンター岩手 水沢営業所
有限会社下田運輸 本社営業所
武蔵貨物自動車株式会社 水沢営業所
日本通運株式会社 水沢営業支店
三八五通運株式会社 水沢営業所
有限会社読売新聞県南サービス・センター 本社営業所
株式会社アンカーライン東北 本社営業所
有限会社水沢陸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩手前沢支店
大門運輸有限会社 本社営業所
丸上建設株式会社 本社営業所
村上運送有限会社 本社営業所

岩手県奥州市水沢区佐倉河字前田中３番地１５
岩手県奥州市水沢区佐倉河字明神堂１０６番地２
岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
岩手県奥州市水沢区真城字町下１０１－５
岩手県奥州市水沢区真城字町下１０１－５
岩手県奥州市水沢区真城字北下田５７－４
岩手県奥州市水沢区台町３－３９
岩手県奥州市水沢区東大通１－２－２
岩手県奥州市水沢東大通り一丁目９－１
岩手県奥州市前沢区古城字田中前１１３番地
岩手県奥州市前沢区字新城５８－１７
岩手県奥州市前沢区白山字古舘１８
岩手県奥州市前沢区本杉１８番１
岩手県奥州市前沢町字河の畑２２１－１
岩手県奥州市胆沢区南都田字濁川３９番地
岩手県奥州市胆沢区南都田字林福野２５６－２

0197-22-2266
0197-47-3925
0197-23-2311
0197-24-2133
0197-23-7551
0197-26-2246
0197-24-6151
0197-24-4111
0197-22-2125
0197-56-3516
0197-56-8380
0197-41-3382
0197-56-7811
0197-56-7311
0197-46-2410
0197-46-3446

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
水沢市
大船渡市

釜石市

北上市

事業所名
ＤＯＷＡ通運株式会社 本社営業所
株式会社及川運送 本社営業所
岩手県南運輸株式会社 本社営業所
龍北運輸株式会社 大船渡営業所
株式会社三栄工業所 本社
ヤマト運輸株式会社 大船渡支店
佐川急便株式会社 大船渡営業所
五十鈴運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大船渡リアスセンター
相互運輸株式会社 釜石営業所
第一貨物株式会社 釜石営業所
ヤマト運輸株式会社 釜石支店
佐川急便株式会社 釜石営業所
武蔵貨物自動車株式会社 釜石営業所
カメイ物流サービス株式会社 釜石営業所
日鉄住金物流釜石株式会社 本社営業所
岩手雪運株式会社 釜石営業所
株式会社三協運輸サービス 釜石営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 釜石事業所
有限会社丸勢物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 北上鬼柳センター
株式会社ニヤクコーポレーション 北上事業所
北東北福山通運株式会社 北上支店
アイユーシー株式会社 北上営業所
徳三運輸倉庫株式会社 北上営業所
司企業株式会社 岩手営業所
株式会社エンドレス・テック 岩手北上
株式会社アルプス物流 北上営業所
岩手雪運株式会社 北上営業所
青森郵便自動車株式会社 岩手営業所
日本高速運輸株式会社 北上営業所
株式会社ロジネクス 北上営業所
日本郵便輸送株式会社 岩手営業所
武蔵貨物自動車株式会社 北上支店
キユーソーティス株式会社 北上営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
岩手県水沢市佐倉河字中田６９－１，７２－２
岩手県水沢市姉体町字山居６１－１
岩手県大船渡市赤崎町字石橋前４－３
岩手県大船渡市赤崎町字石橋前４９番地６
岩手県大船渡市赤崎町字普金１０番地５
岩手県大船渡市大船渡町字宮ノ前２６－１，２６－３
岩手県大船渡市大船渡町字砂森１番３０
岩手県大船渡市大船渡町字野々田２３－１０
岩手県大船渡市猪川町字下権現堂１０５番２
岩手県釜石市港町２丁目５１－１
岩手県釜石市甲子町９－１３３－１
岩手県釜石市甲子町第１０地割１５９－２
岩手県釜石市甲子町第９地割２－２
岩手県釜石市上中島町四丁目３番７号
岩手県釜石市新浜町１丁目２８６
岩手県釜石市大字釜石第１４地割２－１
岩手県釜石市大字平田第１地割１番地７
岩手県釜石市大字平田第３地割７５－１
岩手県釜石市大平町４丁目１－５
岩手県釜石市唐丹町字上荒川９５－７
岩手県北上市鬼柳町笊渕２１７番、２１８番
岩手県北上市若宮町１－２－１２
岩手県北上市相去町舘下１－３
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１０８
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１１８
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１２９
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１３２
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１４５
岩手県北上市相去町山根梨の木４３番７９
岩手県北上市相去町山田２－２３
岩手県北上市相去町大松沢１－１０７
岩手県北上市相去町大松沢１－１０７
岩手県北上市相去町大松沢１－１１２
岩手県北上市相去町大松沢１－４９
岩手県北上市相去町大松沢１－５４
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電話番号
0197-24-5115
0197-26-3003
0192-26-4866
0192-27-0052
0192-25-1171
0192-26-3087
0192-26-5271
0192-26-2314
0192-21-3280
0193-27-5031
0193-27-3311
0193-25-1026
0193-23-4111
0193-23-7517
0193-22-2631
0193-22-2950
0193-26-7590
0193-55-5133
0193-24-2765
0193-55-2001
0197-81-5515
0197-64-1264
0197-67-1292
0197-72-8001
0197-67-6590
0197-71-2977
0197-72-5787
0197-88-2795
0197-67-1555
0197-72-8545
0197-71-2588
0197-81-5838
0197-72-7741
0197-67-3136
0197-71-2002

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社ヤマガタ 北上営業所
ヤクルトロジスティクス株式会社 岩手営業所
株式会社バイタルエクスプレス 北上営業所
白金運輸株式会社 北上営業所
カメイ物流サービス株式会社 北上営業所
東北新潟運輸株式会社 北上営業所
日本郵便株式会社 北上郵便局
北上運輸株式会社 本店営業部
株式会社岩手中央運輸 本社営業所
株式会社東北物流 本社
株式会社新開トランスポートシステムズ 北上営業所
ヨコウン株式会社 北上営業所
相互運輸株式会社 北上営業所
富士運輸株式会社 北上支店
丸カ運送株式会社 岩手営業所
大和物流株式会社 北上営業所
近物レックス株式会社 北上営業所
北日本重機有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 北上航空貨物センター
大虎運輸北東北株式会社 本社
日鉄住金物流釜石株式会社 北上営業所
日本通運株式会社 北上支店
ヤマトボックスチャーター株式会社 岩手支店
佐川急便株式会社 北上営業所
株式会社丸運ロジスティクス東北 北上営業所
丸大運輸株式会社 北上営業所
シミズ運輸有限会社 本社営業所
大通運送株式会社 本社営業所
第一貨物株式会社 北上支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 北上営業所
センコン物流株式会社 北上営業所
ヤマト運輸株式会社 北上支店
ヤマト運輸株式会社 岩手主管支店
幸栄運輸株式会社 岩手営業所
株式会社ダイカツ 岩手支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
岩手県北上市相去町大松沢１－６６
岩手県北上市相去町大松沢１番地４５
岩手県北上市相去町大松沢１番地７３
岩手県北上市相去町平林９８－２
岩手県北上市村崎野第１９地割１２７番２
岩手県北上市村崎野第２１地割２６－２４
岩手県北上市大通り三丁目６－１
岩手県北上市町分２地割１２０－１
岩手県北上市堤ヶ丘一丁目１０番２０号
岩手県北上市藤沢１７地割１０７番地１
岩手県北上市北工業団地１－１４
岩手県北上市流通センター１０番２０号
岩手県北上市流通センター１－２２
岩手県北上市流通センター１－４５
岩手県北上市流通センター１６－２５
岩手県北上市流通センター１８３－１７
岩手県北上市流通センター１８３－１８
岩手県北上市流通センター１番４４
岩手県北上市流通センター１番４５
岩手県北上市流通センター４－４７
岩手県北上市流通センター５番１８号
岩手県北上市流通センター６０１－２２
岩手県北上市流通センター６０１－２５
岩手県北上市流通センター６０１－３９
岩手県北上市流通センター６０１番地５４
岩手県北上市流通センター６０７－７
岩手県北上市流通センター６０８－４
岩手県北上市流通センター６０８番２
岩手県北上市流通センター６１４－２
岩手県北上市流通センター６１５－５
岩手県北上市流通センター６１６
岩手県北上市流通センター６１７－２、６１７－８
岩手県北上市流通センター６１８
岩手県北上市和賀町仙人８地割１－１０・１１
岩手県北上市和賀町竪川目第１地割１１３番８
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電話番号
0197-67-6311
0197-81-5333
0197-81-5150
0197-67-6111
080-1839-6225
0197-68-2294
0197-63-4012
0197-63-3167
0197-63-8111
0197-64-6842
0197-66-2324
0197-68-2266
0197-68-3151
0197-72-5718
0197-71-1272
0197-68-2755
0197-68-2326
0197-72-6001
0197-68-3907
0197-71-1170
0197-68-3150
0197-68-2112
0197-68-3241
0197-68-3971
0197-71-1278
0197-68-2659
0197-68-2022
0197-68-2662
0197-68-2020
0197-68-2171
0197-68-2233
0197-68-3843
0197-68-3821
0197-74-2228
0197-72-3902

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
久慈市

事業所名
十久輸送有限会社 本社営業所
久慈新港運輸株式会社 本社
佐川急便株式会社 久慈営業所
ヤマト運輸株式会社 久慈支店

滝沢市

遠野市
二戸市

運び屋株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 岩手盛岡北支店
エア・ウォーター食品物流株式会社 北東北営業所
新栄運送株式会社 本社営業所
東北トラッキング株式会社 岩手営業所
株式会社ホクリョウ物流 本社営業所
諸星運輸株式会社 盛岡営業所
カナック株式会社 本社営業所
株式会社アストモスガスセンター岩手 滝沢
株式会社北岩手運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 滝沢支店
株式会社新開トランスポートシステムズ 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 岩手遠野支店
三八五エクスプレス株式会社 二戸営業所
ヤマト運輸株式会社 二戸支店

八幡平市

花巻市

佐川急便株式会社 二戸営業所
鈴丸商事運輸有限会社 本社営業所
北海道東北名鉄運輸株式会社 二戸営業所
丸大運輸株式会社 浄法寺営業所
丸大運輸株式会社 二戸支店
日本通運株式会社 二戸営業所
ヤマト運輸株式会社 西根センター
有限会社北舘商運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 安比高原センター
大衝運送株式会社 岩手営業所
成和物流有限会社 本社営業所
北和運輸有限会社 本社営業所
株式会社レキスト 花巻営業所
株式会社ティスコ運輸 岩手営業所
株式会社ダイニチ 花巻営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

岩手県久慈市小久慈町第３２地割２－１
岩手県久慈市小久慈町第４０地割２０－６
岩手県久慈市大川目町第１地割１３
岩手県久慈市大川目町第１地割２４－３，２４－２，２５
－１
岩手県滝沢市鵜飼上山３２－９１
岩手県滝沢市巣子５番地１
岩手県滝沢市大釜字風林３番１８
岩手県滝沢市大釜小屋敷８０－５
岩手県滝沢市大釜大畑７３番地１
岩手県滝沢市大釜風林３－２９
岩手県滝沢市大釜風林３－３０
岩手県滝沢市大石渡１８１４番地２
岩手県滝沢市湯舟沢４９４番１０，４９３番２
岩手県滝沢市湯舟沢５３３－１１
岩手県滝沢市牧野林９８８－４
岩手県滝沢市木賊川３２０－１１
岩手県遠野市青笹町糠前第９地割字踊鹿１－７
岩手県二戸市下斗米字上野平６７番地２８
岩手県二戸市金田一字上田面１８９－２、１８８、１９８
－１
岩手県二戸市金田一字上田面２２０－１
岩手県二戸市金田一字上田面８７－２
岩手県二戸市金田一字上田面９１－１
岩手県二戸市浄法寺町下タ前田１６－５
岩手県二戸市石切所字向川原１０－１
岩手県二戸市石切所字大渕５２
岩手県八幡平市大更第３６地割８６番地
岩手県八幡平市平笠第１６地割６６－３
岩手県八幡平市叺田１５５－７、１５５－２
岩手県花巻市空港南２丁目２５番１
岩手県花巻市二枚橋第５地割１５２－３
岩手県花巻市横志田４地割４９
岩手県花巻市卸町１０番地
岩手県花巻市葛第７地割８２
岩手県花巻市空港南１－１

019-452-2885
0194-53-6100
0194-55-2751
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0194-55-2215
019-687-1989
019-648-5526
050-3775-3736
019-684-5255
019-687-2845
019-686-1060
019-691-9855
019-688-1255
019-688-8611
019-688-2275
019-687-3458
0191-21-1233
0198-62-3635
0195-23-0385
0195-27-3789
0195-27-4581
0195-29-1188
0195-27-3344
0195-38-2206
0195-23-2348
0195-23-3155
080-6698-8730
0195-76-3781
0195-63-1521
0198-30-1230
0198-26-1122
0198-29-2865
0198-26-1305
0198-29-4592
0198-26-1005

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
北海道トナミ運輸株式会社 東北営業所
日本通運株式会社 重機建設事業所
株式会社齋藤運輸 本社営業所
みちのく流通株式会社 本社営業所
岩手雪運株式会社 本社営業所
龍北運輸株式会社 石鳥谷営業所
ヤマト運輸株式会社 石鳥谷センター
日の出運輸企業株式会社 岩手営業所
株式会社コイデ運輸 大迫営業所
株式会社Ｎｅｗｚ 岩手営業所
ヤマト運輸株式会社 花巻中根子センター
花巻運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 花巻営業所

伊藤運輸有限会社 二枚橋営業所
株式会社イトー急行 花巻営業所
ＤＯＷＡ通運株式会社 花巻営業所
ヤマト運輸株式会社 花巻支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 花巻営業所
カメイ物流サービス株式会社 宮古営業所
宮古市
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 宮古営業所
ヤマト運輸株式会社 宮古支店
東北西濃運輸株式会社 宮古営業所
岩手三八五流通株式会社 宮古営業所
株式会社三協運輸サービス 宮古営業所
陸前高田市 有限会社山城運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 陸前高田支店
上閉伊郡 ヤマト運輸株式会社 大槌センター
荒沢運送有限会社 本社営業所
岩手郡
三八五通運株式会社 沼宮内営業所
ヤマト運輸株式会社 岩手町支店
北上運輸株式会社 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 雫石センター
九戸郡

ヤマト運輸株式会社 軽米支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

岩手県花巻市空港南１丁目１５
岩手県花巻市四日町３丁目６９－６
岩手県花巻市上小舟渡５３０
岩手県花巻市城内１１０番１
岩手県花巻市石神町７７番地３
岩手県花巻市石鳥谷町好地第１５地割２番地の２
岩手県花巻市石鳥谷町上口２丁目２番１
岩手県花巻市太田第２９地割６１１－２
岩手県花巻市大迫町大迫第１４地割４８－１、４８－３
岩手県花巻市大畑９－９２－６
岩手県花巻市中根子字堂前４０番１
岩手県花巻市東宮野目第１３地割１１７－３
岩手県花巻市二枚橋第４地割２７４－１、２７２－１、２
７３－１、２７１－１
岩手県花巻市二枚橋第５地割４７４－１
岩手県花巻市二枚橋第５地割６－３０
岩手県花巻市二枚橋第６地割３６５－１
岩手県花巻市二枚橋第６地割４０３－１，４０４
岩手県花巻市二枚橋第三地割３３３－１
岩手県宮古市港町３１８番１、３１８番１７
岩手県宮古市実田１－４－３７
岩手県宮古市長町２－１－４
岩手県宮古市津軽石１０－３５－３７
岩手県宮古市津軽石第１０地割字向川原３１７－３
岩手県宮古市田鎖第８地割字十文字１２－１
岩手県陸前高田市竹駒町字館１１７－２
岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢３番３
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１３地割字八幡前７６番２
岩手県岩手郡安代町字清水９７－２
岩手県岩手郡岩手町大字川口第１６地割３番地１０
岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内第１４地割字中民部田２－
１
岩手県盛岡市渋民字岩鼻２０－１７
岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６番地１
岩手県九戸郡軽米町大字上舘１５地割字岩崎１２５－３、
１２４－３

0198-26-1073
0198-24-4212
0198-24-3430
0198-23-7304
0198-24-1515
0198-45-4775
0198-45-1040
0198-28-2997
0198-48-2258
0198-26-0461
0198-21-5121
0198-24-6105
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0198-26-4625
0198-26-4577
0198-26-1155
0198-26-3577
0198-26-2257
0198-30-2188
0193-64-5231
0193-62-3958
0193-63-8956
0193-83-1007
0193-67-2311
0193-89-1023
0192-55-2388
080-5044-2691
0193-41-2125
0195-72-2331
0195-78-8383
0195-62-3695
019-683-2341
019-691-1666
0195-46-4624

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
岩手県南運輸株式会社 住田営業所
ヤマト運輸株式会社 岩泉センター
ヤマト運輸株式会社 三陸山田支店
近物レックス株式会社 宮古営業所
株式会社宮城運輸 志和営業所
株式会社丸山運送 盛岡支店
株式会社ライフサポート・エガワ東北 盛岡支店
三光運輸株式会社 本社営業所
株式会社東北丸和ロジスティクス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 紫波支店
大崎運輸有限会社 盛岡営業所
日通エネルギー東北株式会社 岩手営業所
二葉運送株式会社 紫波ディストリビューション営業所
味の素物流株式会社 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 矢巾支店
東北トラック株式会社 盛岡支店
岩手雪運株式会社 盛岡営業所
株式会社ツーワン輸送 盛岡営業所
株式会社仙台食品運輸 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 盛岡流通センター
株式会社アサヒセキュリティ 盛岡営業所

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０７番地１４

ヤマト運輸株式会社 種市センター
気仙郡
下閉伊郡

紫波郡

住所
岩手県九戸郡洋野町種市第２８地割字南川尻１１１番１，
１１４番２
岩手県気仙郡住田町世田米字城内２９番地２
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松５４－１０
岩手県下閉伊郡山田町船越第６地割１３５－１６
岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割３３－１２７
岩手県紫波郡紫波町稲藤字升形４４－５
岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田１０３－５
岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２－１６
岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２－１７
岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地３２－３
岩手県紫波郡紫波町桜町字中桜１３５、１３６番地
岩手県紫波郡紫波町上平沢字川原田９－２
岩手県紫波郡紫波町南日詰字箱清水１２７番地１
岩手県紫波郡紫波町平沢字幅２８－１
岩手県紫波郡紫波町片寄字川原４６－１
岩手県紫波郡矢巾町間野々第１地割字北谷地１４３－１
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２７４
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割字上山２７７番地
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１４９
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第７地割１８－１
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割９５－１

勅使川原産業株式会社 盛岡営業所
協和運輸倉庫株式会社 盛岡営業所
新潟運輸株式会社 盛岡支店

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
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７－
１
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７－
９，５０７－１０

電話番号
0194-69-1611
0192-26-4866
0194-22-4689
0193-84-3487
0193-86-3365
019-681-6102
019-676-4400
019-671-2206
019-672-5400
019-672-1000
019-671-2127
019-673-7571
019-671-2602
019-676-6667
019-673-8386
019-698-3726
019-698-1570
019-611-1135
019-601-5121
019-656-0810
019-611-2262
019-632-8281
019-637-3903
019-693-0018
019-697-6222

株式会社ビー・アイ運送 盛岡営業所

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割字上山２６９番地

019-611-1773

盛運輸株式会社 岩手営業所
武蔵貨物自動車株式会社 盛岡支店
二葉運送株式会社 本社

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２３番地
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第７地割６番地１８
岩手県紫波郡矢巾町大字高田第１４地割字名郷根１－１
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第８地割２５番１、２４番
１、２４番２

019-601-7443
019-611-1670
019-697-8211

迫トラック株式会社 盛岡営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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019-698-2571

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社アストモスガスセンター岩手 矢巾
日本通運株式会社 流通センター事業所
岩手糧運株式会社 本社営業所
有限会社朝日運送 本社営業所
日通岩手運輸株式会社 盛岡営業所
近物レックス株式会社 盛岡支店
第一貨物株式会社 盛岡支店
株式会社ＬＪＰ 盛岡営業所
ヤマト運輸株式会社 岩手法人営業支店
北海道東北名鉄運輸株式会社 盛岡支店
株式会社東北デイリーサービス 盛岡営業所
三愛ロジスティクス株式会社 岩手営業所
株式会社ハート引越センター 盛岡営業所
株式会社浜名コーポレーション 盛岡営業所
株式会社関東エース 盛岡営業所

胆沢郡

西磐井郡

株式会社バイタルエクスプレス 盛岡営業所
みちのく流通株式会社 盛岡営業所
南貨物自動車株式会社 盛岡営業所
株式会社ムサシ物流 盛岡営業所
岩手三八五流通株式会社 本社営業所
愛知陸運株式会社 金ケ崎営業所
一関配送株式会社 金ケ崎営業所
東北流通株式会社 本社営業所
株式会社関商ネットワーク 本社営業所
東北自動車輸送株式会社 岩手営業所
東奥陸送株式会社 岩手営業所
共栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社アルム不動産運輸 本社営業所
株式会社本宮運輸 本社営業所
カリツー東日本株式会社 岩手営業所
株式会社大崎 岩手営業所
株式会社ムサシ物流 平泉営業所
伊東運送株式会社 平泉営業所
城北運輸有限会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

岩手県紫波郡矢巾町藤沢第１０地割１８３－６，７
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－１
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２０
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２３
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２５
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－１
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－２
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－５
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－８
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４番１２号
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４番地３１
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３－８－２
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１０－１３
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－１２
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－７ 流通商
事株式会社テナントビル１階
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１番地１２
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目６－３
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－５
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目２番２号
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－１３
岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢上原３３－３２
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根妻根２番地２
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根上餅田６０番
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山４番地１７
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根中ノ町５－６
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中ノ町８９－１
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根北羽沢７５－２
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地２８－１
岩手県胆沢郡金ケ崎町六原下二の町２１０
岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里２番地１
岩手県胆沢郡金ケ崎町六原七里２３－１
岩手県西磐井郡平泉町平泉字塩沢１１６－２
岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田１３０－２
岩手県西磐井郡平泉町平泉字佐野１６

019-697-8510
019-637-1011
019-637-2980
019-638-0202
019-638-3455
019-638-0551
019-638-4567
019-601-7431
019-637-2707
019-638-4574
019-637-5458
019-614-9510
019-908-2812
019-639-0866
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主な輸送品目（任意掲載）

019-614-0156
019-637-4633
019-638-4586
019-907-2087
019-639-0634
019-638-5385
0197-44-6660
0197-47-3622
0197-47-4567
0197-44-5078
0197-44-5466
0197-41-1892
0197-42-2121
0197-41-0041
0197-43-3388
0197-43-3500
0197-41-9050
0191-46-3490
090-7079-6062
0191-46-3320

日用品・雑貨、郵便物、農産物

市区郡名

二戸郡
東磐井郡

事業所名
株式会社北都高速運輸倉庫東北 本社営業所
北東北福山通運株式会社 岩手平泉営業所
一関配送株式会社 本社営業所
有限会社中山運送 本社営業所
株式会社サンライズトランスポート 本社営業所
有限会社東山興運 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下１０７番地１
岩手県西磐井郡平泉町平泉字宿４１－７
岩手県西磐井郡平泉町平泉字新井田１１番地４
岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢１１６番地１
岩手県東磐井郡東山町長坂字町１７６
岩手県東磐井郡東山町長坂字東本町２１０
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電話番号
0191-34-2666
0191-34-1292
0191-46-2819
0195-35-3321
0191-47-4520
0191-47-4247

主な輸送品目（任意掲載）

