貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福島市

事業所名
株式会社デイリーサービス 本社営業所
株式会社福島輸送 福島支社
日本図書輸送株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 福島鎌田センター
日本郵便株式会社 福島東郵便局
西濃運輸株式会社 福島支店
東北トラック株式会社 福島支店
株式会社イーストブレーン 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 福島支店
ヤクルトロジスティクス株式会社 福島営業所
株式会社田崎運送 本社営業所
塩釜陸運株式会社 福島営業所
有限会社八大物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福島松川センター

安全性優良事業所

（福島県）

住所
福島県福島市さくら１丁目２番地の７
福島県福島市さくら３丁目２番地の７
福島県福島市さくら３丁目７番地の４
福島県福島市鎌田字下田３－１，５－４，２－３，２－
４，２５
福島県福島市鎌田字下田４－２
福島県福島市吉倉字竹ノ内１１－１
福島県福島市郷野目字上１７－２
福島県福島市御山字一本松１番地の６
福島県福島市黒岩字榎平４９－２
福島県福島市黒岩字遠沖１０番地の１
福島県福島市佐倉下字上谷地６０番地１
福島県福島市笹木野字笹木野原３番１６７号
福島県福島市松川町字上桜内１８番地８
福島県福島市松川町字西長壇１３－３，８－２，１３－
２，１４－１、木曽内裡１２－１．１２－５
福島県福島市松浪町６－１８
福島県福島市森合町１０－３０
福島県福島市瀬上町字中新田３番１
福島県福島市瀬上町字中新田３番１４
福島県福島市瀬上町字南中川原１７－１６
福島県福島市成川戸ノ内５５－４

電話番号
024-594-2773
024-594-2154
024-594-1212
080-5451-5942
024-553-8274
024-546-2295
024-546-2231
024-555-6508
024-544-0123
024-546-2256
024-593-5515
024-591-5194
024-537-1151
080-5421-1316

ＡＬＳＯＫ福島株式会社 福島営業所
日本郵便株式会社 福島中央郵便局
株式会社アストモスガスセンター東北 福島営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 福島営業所
株式会社東北急行 本社営業所
株式会社厚成社 本社
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 福島営業
福島県福島市成川字杵清水５３
所

024-531-3189
024-533-1207
024-552-6088
024-552-6381
024-554-2747
024-246-5925

ヤマト運輸株式会社 福島成川支店

福島県福島市成川字古屋敷１５－２，１３－４，１３－１

080-5044-3517

浪江貨物自動車株式会社 福島営業所
株式会社バイタルエクスプレス 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 福島矢野目支店
有限会社福弘運輸 本社営業所

福島県福島市成川字上谷地３０
福島県福島市南中央３丁目５－１
福島県福島市南矢野目字菅原５０－２３
福島県福島市南矢野目字向原東８－１

024-545-7711
024-526-6881
080-5044-3501
024-552-5340

フットワークエクスプレス関東株式会社 東北支店

福島県福島市南矢野目字高畑２０－１３

024-557-2711

安立運輸株式会社 福島営業所
近物レックス株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 福島八島センター

福島県福島市南矢野目字桜内３１－３，３１－４
福島県福島市南矢野目字番城前１－４
福島県福島市八島町３７－１，３８－１，３８－２

024-555-6443
024-558-2916
080-6695-1324

※「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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H30.8.1
主な輸送品目（任意掲載）

024-593-3755

食料品、機械・機械部品、輸送機
械・
輸送機械部品

市区郡名

事業所名
日本郵便輸送株式会社 福島営業所
福島運送株式会社 本社営業所
名鉄運輸株式会社 福島支店

東北王子運送株式会社 福島営業所
南東北福山通運株式会社 福島支店
第一貨物株式会社 福島支店
株式会社サカイ引越センター 福島支社
日通郡山運輸株式会社 福島営業所
株式会社吉田運輸 本社営業所
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
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
ン営業所
ヤマト運輸株式会社 飯坂平野センター
斎藤運輸株式会社 本社営業所
株式会社佐幸運輸 本社営業所
カメイ物流サービス株式会社 福島営業所
東北乳運株式会社 福島営業所
ＪＡパールライン福島株式会社 福島営業所
日本通運株式会社 福島支店
みちのく陸運株式会社 福島トラックステーション営業所
遠藤運輸株式会社 本社営業所
会津若松市 東部運送株式会社 会津若松営業所
福島運送株式会社 若松営業所
会津本郷貨物運送株式会社 会津アピオ
株式会社スカイ運輸 会津若松営業所
株式会社バイタルエクスプレス 会津営業所
東北日貨運輸株式会社 会津営業所
株式会社ムラセエコライン 東北営業所
新潟運輸株式会社 会津若松支店
郡山運送株式会社 会津若松営業所
ヤマト運輸株式会社 会津高野支店
ＪＡパールライン福島株式会社 会津営業所
株式会社ジャス 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

福島県福島市八島町４－３５
福島県福島市八島田字下干損田６－１
福島県福島市飯坂町平野字海道下１，４－１，４－２，５
－１
福島県福島市飯坂町平野字海道下７－１
福島県福島市飯坂町平野字海道下７－６
福島県福島市飯坂町平野字腰巻１１－１
福島県福島市飯坂町平野字三角田２番地１５
福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６
福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６

024-534-3740
024-557-2151

福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６

024-558-6830

福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６

024-558-6006

福島県福島市飯坂町平野字小金塚７４－１
福島県福島市飯坂町平野字上ノ檀７－１
福島県福島市飯坂町平野字南１番地２
福島県福島市飯坂町平野字狢８
福島県福島市伏拝字台田６－１
福島県福島市北矢野目字下成田１０番地
福島県福島市北矢野目字下成田１－１
福島県福島市北矢野目字窪田３５－６
福島県福島市北矢野目字窪田３５番地の６
福島県会津若松市インター西１３番２
福島県会津若松市インター西１８
福島県会津若松市インター西１９
福島県会津若松市一箕町亀賀郷之原２３２番４
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字村東１３０－１，１３
０－４，１５１－１
福島県会津若松市河東町広田字緑ヶ丘５９
福島県会津若松市河東町八田字東天屋２０－１
福島県会津若松市高野町大字中沼字沼川沿１７－１
福島県会津若松市高野町大字中沼字沼川沿２５－１
福島県会津若松市高野町大字中沼字沼木２７２，２７３，
２７４，２７５－１
福島県会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲５８５
福島県会津若松市真宮新町北４－３４－１

080-5451-5943
024-542-4204
024-555-1121
024-552-1541
024-546-1028
024-554-3645
024-553-5000
024-557-5145
024-557-9381
0242-22-0544
0242-22-5272
0242-24-9000
0242-39-4757
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024-557-3147
024-555-1621
024-557-1135
024-554-0733
024-541-2688
024-563-4151
024-557-3036

0242-37-0807
0242-22-7505
0242-75-5116
0242-24-6161
0242-22-2121
080-5044-3507
0242-22-0191
0242-58-2991

主な輸送品目（任意掲載）

事業所名

市区郡名

電話番号

福島県会津若松市神指町大字黒川字村北２４－１

0242-22-6417

株式会社シーエムシーネット通商 会津営業所

福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内西３２１－１６

0242-26-7887

いわき建設運輸有限会社 本社営業所
有限会社大泉運輸 四倉営業所

福島県会津若松市神指町北四合字横沼東１２０－１、１０
５－１、１２８－２
福島県会津若松市中央一丁目２－１７
福島県会津若松市町北町大字始字観音前２８－１
福島県会津若松市町北町大字始字見島８４－３
福島県会津若松市町北町大字上荒久田字石尻４６
福島県会津若松市町北町大字藤室字道下２１－１
福島県会津若松市町北町中沢字平沢１６２－１
福島県会津若松市日新町２００，２０２
福島県いわき市岩間町塚原７６番地
福島県いわき市錦町江栗七反田２６－１
福島県いわき市錦町徳力４１
福島県いわき市錦町落合８０
福島県いわき市好間工業団地２１番１
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
福島県いわき市好間工業団地３－１６
福島県いわき市好間町中好間字江添１３
福島県いわき市好間町北好間字北町田１１
福島県いわき市佐糠町東２－２０－７
福島県いわき市三沢町沼平５９
福島県いわき市三沢町田島２４番地２
福島県いわき市三沢町堂平４５－７
福島県いわき市四倉町下仁井田字北追切１９－２
福島県いわき市四倉町細谷字大江下６７－１，６８－１
福島県いわき市四倉町字東３丁目１３６－７，１３６－
８，１３６－９
福島県いわき市四倉町上仁井田字折敷田３－１
福島県いわき市四倉町上仁井田字夕円１５１－４

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

福島第一物流株式会社 いわき営業所
いわき中央運輸株式会社 本社営業所
岡田陸運株式会社 本社営業所

福島県いわき市鹿島町下矢田字曲田５１－１、３、７
福島県いわき市鹿島町鹿島１番地
福島県いわき市小川町西小川字上居合１５３

0246-29-5943
0246-29-6660
0246-83-0110

東北王子運送株式会社 会津営業所

いわき市

住所

日本通運株式会社 会津若松事業所

日本郵便株式会社 会津若松郵便局
第一貨物株式会社 会津若松支店
會津通運株式会社 本社営業所
株式会社円谷運送店 若松営業所
南東北福山通運株式会社 会津営業所
佐川急便株式会社 会津若松営業所
只見郵便運送有限会社 本社営業所
磐城通運株式会社 植田支店 火力営業所
茨城クリーン有限会社 いわき総合事務所
幸栄運輸株式会社 いわき営業所
クレハ運輸トラック株式会社 いわきセンター
株式会社誠光運輸 いわき営業所
ヨコモリ運輸株式会社 いわき営業所
ヤマト運輸株式会社 いわき好間支店
古河運輸株式会社 いわき営業所
郡山運送株式会社 いわき営業所
ヤマト運輸株式会社 いわき植田センター
いわき陸運株式会社 本社営業所
株式会社ビー・アイ運送 いわき営業所
磐城通運株式会社 植田支店
いわきカーゴ株式会社 本社営業所
クリナップロジスティクス株式会社 いわき支店
ヤマト運輸株式会社 いわき四倉センター

※「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。
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主な輸送品目（任意掲載）

0242-25-2825
0242-22-0800
0242-22-7571
0242-22-4373
0242-25-3719
0241-32-6100
0242-22-3356
0242-26-0291
0246-63-2361
0246-63-4411
0246-63-5527
0246-62-6070
0246-36-1088
0246-36-6124
080-5044-3537
0246-36-3066
0246-36-4694
080-5044-3536
0246-78-1690
0246-38-8521
0246-65-0202
0246-32-4455
0246-34-5410
080-5451-8664
0246-32-6909
0246-32-7800
機械・機械部品、砂利・砂・石材、
廃棄物

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 いわき小名浜支店
日化運輸株式会社 本社営業所
福島臨海鉄道株式会社 本社
センコーエーラインアマノ株式会社 いわき営業所
磐城通運株式会社 小名浜支店小名浜製錬営業所
龍北運輸株式会社 小名浜営業所
株式会社三葉陸運 本社営業所
東北三八五流通株式会社 いわき営業所
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 いわき営
業所
株式会社スカイ運輸 いわき営業所
鈴木運輸株式会社 本店
ダイセーロジスティクス株式会社 いわきハブセンター
東北王子運送株式会社 いわき営業所
株式会社アルプス物流 小名浜営業所
佐川急便株式会社 いわき営業所
結城運輸倉庫株式会社 小名浜営業所
柳田運輸株式会社 小名浜営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 いわき営業所
磐城通運株式会社 湯本支店
第一貨物株式会社 いわき支店
株式会社エフライン 本社営業所
株式会社太陽流通サービス 本社営業所
カメイ物流サービス株式会社 いわき営業所
ヤマト運輸株式会社 いわき常磐センター
株式会社未来 いわき営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 いわき営業所
有限会社大泉運輸 小名浜営業所
三つ山運送株式会社 本社営業所
いわき建設運輸有限会社 大剣営業所
新富運輸株式会社 本社営業所
喜美運送株式会社 本社営業所
常和運送株式会社 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

福島県いわき市小名浜岡小名字御代坂３６番
福島県いわき市小名浜字高山１－３１４，３１２－４
福島県いわき市小名浜字高山３４番地の１４
福島県いわき市小名浜字渚２－３０
福島県いわき市小名浜字渚２４４－１
福島県いわき市小名浜字渚２５７
福島県いわき市小名浜字中原１１番地の５
福島県いわき市小名浜字芳浜１１－４７
福島県いわき市小名浜字林ノ上２４７－１３，２４７－１
５４
福島県いわき市小名浜字林ノ上２４７番１７４
福島県いわき市小名浜住吉字袋１０－１
福島県いわき市小名浜住吉字袋２３－１
福島県いわき市小名浜住吉字袋４０
福島県いわき市小名浜住吉不毛４－７
福島県いわき市小名浜島字高田町３１－２
福島県いわき市小名浜島字高田町３１－７
福島県いわき市小名浜島字西屋５８
福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－２
福島県いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３０
福島県いわき市常磐下船尾町蛇並２８－１２
福島県いわき市常磐関船町大平２番１０、常磐下船尾町宮
下２４番１３
福島県いわき市常磐岩ヶ岡町沢目３２、３９－１、１２６
－１
福島県いわき市常磐岩ヶ岡町沢目６６番４、６６番５
福島県いわき市常磐西郷町銭田１０７－１，１０７－２，
１０７－３
福島県いわき市常磐西郷町落合２７６、２７７－２
福島県いわき市泉玉露２－１０－７
福島県いわき市泉町下川字境ノ町３４－１
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１５５
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１５９番地
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６０
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６３（利兼）
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６４

080-5044-3533
0246-54-1311
0246-92-3234
0246-73-3431
0246-53-2421
0246-52-0461
0246-92-4014
0246-54-6072
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0246-52-1650
0246-73-8721
0246-38-8021
0246-38-8621
0246-58-8282
0246-58-8151
0246-76-1921
0246-58-2895
0246-58-2472
0246-43-6671
0246-44-0202
0246-42-3900
0246-88-6427
0246-44-0775
0246-44-4811
080-5044-3412
0246-68-7513
0246-56-3418
0246-56-2340
0246-96-6366
0246-96-6444
0246-56-1265
0246-96-6371
0246-96-6345

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

喜多方市

事業所名
いわきカーゴ株式会社 小名浜営業所
矢吹運送有限会社 本社営業所
平共立運送株式会社 本社営業所
日進運送有限会社 本社営業所
株式会社丸運トランスポート東日本 小名浜営業所
上野輸送株式会社 小名浜事業所
株式会社ニヤクコーポレーション 小名浜事業所
若林運送株式会社 小名浜営業所
大郷運輸株式会社 いわき営業所
安立サービス株式会社 いわき営業所
株式会社ヤマガタ いわき営業所
丸浜運輸株式会社 本社営業所
磐城通運株式会社 小名浜支店自動車ターミナル
マルニチ工運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 いわき泉センター
株式会社アストモスガスセンター東北 いわき営業所
関東福山通運株式会社 いわき支店
植田運送株式会社 本社営業所
磐城通運株式会社 平支店
いわき大王紙運輸株式会社 本社営業所
安立運輸株式会社 いわき営業所
新潟運輸株式会社 いわき支店
ヤマト運輸株式会社 いわき神谷支店
福島通商株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 いわき平センター
日本郵便株式会社 いわき郵便局
株式会社バイタルエクスプレス いわき営業所
アートコーポレーション株式会社 いわき支店
ロジトライ東北株式会社 会津事業所
会津通商株式会社 本社営業所
株式会社スカイ運輸 喜多方営業所
有限会社菅野運送店 本社営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 喜多方営業所
ヤマト運輸株式会社 喜多方南支店

※「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

福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６５
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７０
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７１
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１７２
福島県いわき市泉町下川字大剣１－５２
福島県いわき市泉町下川字大剣１－５３
福島県いわき市泉町下川字大剣３２６－１７
福島県いわき市泉町下川字八合７８－１
福島県いわき市泉町黒須野字砂利５９－１５
福島県いわき市泉町字扇田７８
福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－４０
福島県いわき市泉町滝尻字橋本１－１１
福島県いわき市泉町滝尻字橋本５０－５
福島県いわき市泉町滝尻字高見坪３６－２
福島県いわき市泉町滝尻字神力前２５－１，２５－２
福島県いわき市中央台飯野四丁目２番地の４
福島県いわき市中部工業団地３－２
福島県いわき市東田町神山２７－１
福島県いわき市内郷高坂町四方木田１８４
福島県いわき市南台４丁目３－５
福島県いわき市平塩字宮前３３番９号
福島県いわき市平塩字古川９７－１
福島県いわき市平下神谷字鍛冶分４４－１
福島県いわき市平字愛谷町３－２－１
福島県いわき市平字正内町９８
福島県いわき市平正月町４９－１
福島県いわき市平中神谷苅萱５４番地１
福島県いわき市平中神谷字苅萱６２－５
福島県喜多方市塩川町御殿場六丁目１３４
福島県喜多方市塩川町三吉字西畑２１番地の３
福島県喜多方市関柴町上高額字上中１１９２－１
福島県喜多方市松山町村松字石田１４３９－１
福島県喜多方市豊川町高堂太字堂畑１４２９－１
福島県喜多方市豊川町高堂太免田１０４８－１，１０４９
－１

0246-96-6330
0246-38-6341
0246-96-6388
0246-96-6252
0246-75-0688
0246-56-0572
0246-56-7647
0246-75-1000
0246-56-6077
0246-56-6161
0246-56-2771
0246-56-2266
0246-56-7840
0246-56-0559
080-6698-4946
0246-38-3840
0246-43-0292
0246-62-2316
0246-26-0202
0246-62-1126
0246-21-9626
0246-24-5722
080-5068-0141
0246-56-2430
080-6698-5113
0246-22-3101
0246-57-1444
0246-35-0123
0241-27-2120
0241-27-4953
0241-22-7701
0241-22-0132
0241-24-2500

5／15 ページ

080-5044-3520

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
郡山市

事業所名
有限会社髙坂運輸 本社営業所
郡山物流有限会社 安積営業所
株式会社滝田運輸 本社営業所
第一貨物株式会社 郡山支店
株式会社ニヤクコーポレーション 郡山事業所
株式会社アストモスガスセンター東北 郡山営業所
太平洋陸送株式会社 郡山
日本通運株式会社 郡山コンテナ事業所
川合運輸株式会社 郡山南営業所
アートコーポレーション株式会社 郡山支店
郡山運送株式会社 郡山通運営業所
日本フレートライナー株式会社 郡山営業所
東北乳運株式会社 郡山営業所
フットワークエクスプレス関東株式会社 郡山営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山安積センター
柳田運輸株式会社 郡山営業所
名鉄運輸株式会社 郡山支店
福島運送株式会社 郡山支店
株式会社大野運輸 郡山営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 郡山支店
株式会社円谷運送店 本社営業所
合資会社フクコー運輸 本社営業所
日本通運株式会社 郡山流通事業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 郡山営業所
ダイトーロジスティックス株式会社 本社営業所
郡山トラック運送株式会社 本社営業所
株式会社東北デイリーサービス 郡山営業所
日本郵便輸送株式会社 郡山営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 福島支店
株式会社昭和運送店 本社営業所
熱海運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 重機建設課
日通郡山運輸株式会社 本社営業所
株式会社大崎 郡山

※「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

福島県郡山市逢瀬町多田野字上山田原１－１１９
福島県郡山市安積２丁目１１０－１
福島県郡山市安積３丁目２８６
福島県郡山市安積４－３０１－１
福島県郡山市安積三丁目１２３－２
福島県郡山市安積三丁目１４６、１４７
福島県郡山市安積四丁目２５６
福島県郡山市安積町荒井字道場４７－１
福島県郡山市安積町字荒井西原２６番地１
福島県郡山市安積町字柴宮東８－１
福島県郡山市安積町大字荒井字庚段１－１、道場２５－１
１
福島県郡山市安積町大字荒井字猫田１－２
福島県郡山市安積町日出山１丁目５番地
福島県郡山市安積町日出山２丁目１３４
福島県郡山市安積二丁目３６５番地２
福島県郡山市喜久田町卸１－５９－１
福島県郡山市喜久田町卸２－１１
福島県郡山市喜久田町卸２－１４－１
福島県郡山市喜久田町卸２－１７
福島県郡山市喜久田町卸２－２１－１（２２番２）
福島県郡山市喜久田町卸２－２８
福島県郡山市喜久田町卸２－６－２
福島県郡山市喜久田町卸２－９
福島県郡山市喜久田町卸２丁目３２－１
福島県郡山市喜久田町卸３丁目１０
福島県郡山市喜久田町卸３丁目１１
福島県郡山市喜久田町卸一丁目１２３番地１
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１２番地
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１７番
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１８番地
福島県郡山市喜久田町卸三丁目８番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１２番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１３番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１８番１

024-957-3593
090-9687-8501
024-945-6000
024-945-4700
024-945-2049
024-947-1488
024-945-0610
024-943-0600
024-947-7275
024-944-0123
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024-943-0590
024-943-2113
024-944-0668
024-942-9351
080-6699-7664
024-959-6707
024-959-6474
024-959-6670
024-959-6008
024-963-1094
024-959-6711
024-959-6646
024-959-6380
024-959-5330
024-959-6660
024-959-6680
024-959-5542
024-959-4506
024-963-1441
024-959-6648
024-959-5570
024-963-1121
024-959-6589
024-959-2115

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
只見郵便運送有限会社 郡山営業所
日本通運株式会社 福島警送事業所郡山警送課
ＡＬＳＯＫ福島株式会社 本社営業所
株式会社ＬＪＰ 郡山営業所
佐川急便株式会社 須賀川営業所
南東北福山通運株式会社 郡山支店
福山エクスプレス株式会社 郡山営業所
ヒタチ株式会社 郡山ハブセンター
株式会社ＮＫドットコム 本社営業所
株式会社伊藤運輸 本社営業所
大金運輸株式会社 郡山営業所
有限会社県中ライン 本社営業所
ジャパンフードライン株式会社 郡山
株式会社アイビーエスサービス 本社営業所
郡山宅配運輸有限会社 本社営業所
大衡運送株式会社 郡山営業所
新潟運輸株式会社 郡山支店
株式会社未来 郡山営業所
熱海運送株式会社 西営業所
三愛ロジスティクス株式会社 福島営業所
株式会社ショートク 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山喜久田センター
株式会社サカイ引越センター 郡山支社
ヤマト運輸株式会社 郡山大槻支店
ヤマト運輸株式会社 郡山山根支店
ヤマト運輸株式会社 郡山東支店
近物レックス株式会社 郡山支店
結城運輸倉庫株式会社 郡山営業所
日軽物流株式会社 福島営業所
本宮運輸有限会社 本社
ワーレックス株式会社 郡山営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山大町センター
株式会社らくのう乳販 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

福島県郡山市喜久田町卸二丁目３番地１
福島県郡山市喜久田町字下尾池２１－４
福島県郡山市喜久田町字松ケ作１６－９８
福島県郡山市喜久田町字松ヶ作１６番１５５
福島県郡山市喜久田町字菖蒲地１３－１３
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池１９－１
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池１９－１
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－２２５
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３４２
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３７
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２－３８０
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２番５３
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２７－１
福島県郡山市喜久田町字上追池１
福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１
福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１
福島県郡山市喜久田町字上尾池５１－６
福島県郡山市喜久田町菖蒲池２２－４２４
福島県郡山市喜久田町上追池１
福島県郡山市喜久田町上追池４５－１符２
福島県郡山市喜久田町堀之内字釜場東１４－９，１４－１
０，１８－５
福島県郡山市桑野４丁目４５
福島県郡山市御前南三丁目１番地
福島県郡山市山根町２－２５
福島県郡山市字石塚５６番地９
福島県郡山市図景１－１１－１３
福島県郡山市西田町木村字平石７３－３
福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地３８４－１
福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地４２１番１
福島県郡山市大河原１－２
福島県郡山市大町１－９３－１、９５－１、９９－１、１
２０－１
福島県郡山市大槻町字古屋敷６７－１，６６－１

024-959-3750
024-959-6783
024-959-1825
024-973-5244
024-963-1222
024-959-2645
024-959-2645
024-963-1080
024-953-3393
024-959-3416
024-959-1610
024-959-2299
024-954-3350
024-959-5460
024-963-2251
024-973-7450
024-959-3366
024-983-8501
024-983-3232
024-959-1137
024-963-0005

7／15 ページ

024-959-5103
024-990-4061
024-962-1214
024-923-7082
080-5044-3523
024-932-3684
024-981-0550
024-972-2221
024-981-0330
024-943-8660
080-5044-3173
024-951-8609

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
日本通運株式会社 郡山航空貨物センター
株式会社誠光運輸 郡山営業所
福星運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 郡山郵便局
日本梱包運輸倉庫株式会社 郡山営業所
アキタ株式会社 郡山営業所
川合運輸株式会社 郡山営業所
有限会社奥羽陸運 本社営業所
アサカ弘運株式会社 本社営業所
石川運送株式会社 本社営業所
高田運輸株式会社 本社営業所
清興運輸株式会社 郡山営業所
株式会社福島輸送 本社
會津通運株式会社 郡山営業所

住所

電話番号

福島県郡山市大槻町字向原２０１、２０２
福島県郡山市大槻町字向原２１０番地７
福島県郡山市中野二丁目２８番地
福島県郡山市朝日二丁目２４－６
福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下１－５
福島県郡山市田村町金屋字下夕川原１６７番６
福島県郡山市田村町金屋字上川原６７
福島県郡山市田村町金屋字新家１１３
福島県郡山市田村町金屋字新家１－２，２－３
福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平８６番地の１
福島県郡山市田村町上行合字下川原８５－１
福島県郡山市田村町上行合字北川田１５－２
福島県郡山市田村町上行合字北川田２６－３
福島県郡山市田村町上行合字北川田２９－２、３０－１、
３０－２
福島県郡山市田村町谷田字川田名保６９，７０

024-962-9321
024-962-7765
024-951-1678
024-932-0700
024-943-1382
024-954-5101
024-944-1196
024-944-0655
024-944-9427
024-943-6644
024-943-0328
024-956-9291
024-944-9939

株式会社スカイ運輸 郡山東営業所
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 郡山営業
福島県郡山市田村町谷田川字田名保４１、４３、４５－１
所
株式会社東洋陸送社 郡山営業所
福島県郡山市南二丁目８３番地
エービーカーゴ東日本株式会社 福島営業所
福島県郡山市日和田町高倉字堰場７－１
東北三八五流通株式会社 郡山営業所
福島県郡山市日和田町高倉字古川４－１６
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
中央運輸株式会社 郡山営業所
福島県郡山市日和田町高倉字古川４－７
郡東エクスプレス株式会社 本社営業所
福島県郡山市日和田町高倉字荒田２３
二葉運送株式会社 郡山営業所
福島県郡山市日和田町高倉字寺田２－２
安積運輸株式会社 本社営業所
福島県郡山市日和田町字仁井町６６－１
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
ヤマト運輸株式会社 郡山日和田センター
福島県郡山市日和田町字芳池４２－１４
采女運輸株式会社 本社営業所
福島県郡山市日和田町字北俣２０－２
郡山第一運送株式会社 本社営業所
福島県郡山市熱海町長橋沼ノ沢１－１０９
ビジネスサポート株式会社 本社営業所
福島県郡山市八山田四丁目９３－２
有限会社さくら運輸 郡山営業所
福島県郡山市備前舘二丁目７６番地
東北鉄道運輸株式会社 郡山営業所
福島県郡山市菱田町２７２
野口運輸株式会社 郡山営業所
福島県郡山市富久山町久保田字宮田１５－１
郡山物流有限会社 本社営業所
福島県郡山市富久山町久保田字宮田１５－１

※「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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024-941-6250
024-965-1250
024-965-1230
024-945-0080
024-958-6116
024-958-4055
024-958-3302
024-958-5110
024-958-4606
024-958-5566
024-958-2003
024-958-4537
024-958-5141
024-958-2701
024-984-1331
024-991-1313
024-926-0180
024-944-4008
024-954-5920
024-943-1688

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

白河市

須賀川市

事業所名

住所

電話番号

有限会社柏屋運送 富久山営業所
常磐郵便輸送株式会社 本社営業所
株式会社大野運輸 富久山営業所
岩代運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 郡山給食センター
東部ネットワーク株式会社 郡山営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山八山田センター
安立運輸株式会社 郡山営業所
株式会社ユタカ輸送 本社営業所
有限会社大原運送 本社営業所
郡山運送株式会社 給食センター
株式会社バイタルエクスプレス 郡山営業所
サンウェイ株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 白河ロジスティクス課
株式会社アストモスガスセンター東北 白河営業所
ヤマト運輸株式会社 白河結城センター
東北日貨運輸株式会社 本社営業所
株式会社円谷運送店 白河営業所
小田川運輸有限会社 本社営業所
株式会社片桐運輸 本社営業所
愛知陸運株式会社 白河営業所
日通郡山運輸株式会社 白河営業所
大信運送有限会社 本社
カメイ物流サービス株式会社 白河営業所
有限会社渡辺運送 本社営業所
株式会社ボルテックスセイグン 白河営業所
瀬戸運輸株式会社 福島営業所
有限会社丸石運輸 本社営業所
株式会社久留米梱包運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 須賀川横山支店
幸栄運輸株式会社 須賀川営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 郡山営業所

福島県郡山市富久山町久保田字宮田１９－１
福島県郡山市富久山町久保田字宮田３６－２
福島県郡山市富久山町久保田字古坦１６２－１
福島県郡山市富久山町久保田字深田１９
福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前２０８－１
福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前２１番１
福島県郡山市富久山町八山田字追越１２－１
福島県郡山市富久山町福原字大塚４番１号
福島県郡山市富久山町福原字大塚７－１
福島県郡山市富田町字双又１０番地７
福島県郡山市片平町字的場３６
福島県郡山市鳴神三丁目１３７番
福島県白河市関辺下林２－２
福島県白河市関辺字川前８－７
福島県白河市古高山１－１５
福島県白河市字結城７７
福島県白河市字鶴巻３９
福島県白河市字北裏６－２
福島県白河市小田川字柳町３７
福島県白河市小田川石山３－６
福島県白河市大字関辺字上ノ原２６－２２
福島県白河市大字関辺字川前８－７
福島県白河市大信隈戸字上小屋２８
福島県白河市中野山２番６３
福島県白河市東蕪内字南屋敷１４
福島県白河市白坂字勝多石１０番地２８、１０番地２７
福島県白河市表郷下羽原字吉田１０番地
福島県須賀川市雨田字上大五郎内１３９－１
福島県須賀川市横山町３４－２
福島県須賀川市横山町４１－１
福島県須賀川市横山町５９－２、３，６０－１、２
福島県須賀川市横山町６２番地１

024-943-0930
024-944-5894
024-943-3395
024-944-1246
024-941-0360
024-942-5834
024-911-1112
024-991-7227
024-923-8540
024-951-8466
024-961-1651
024-951-2711
0248-31-1050
0248-24-0202
0248-24-7405
080-5451-7513
0248-22-5615
0248-22-9157
0248-22-3651
0248-21-1750
0248-22-6112
0248-22-8902
0248-46-2833
0248-21-1335
0248-34-2685
0248-28-2604
0248-32-4960
0248-79-2110
0248-73-3021
080-5044-3509
0248-75-6269
0248-75-4431

株式会社中村建運 本社営業所

福島県須賀川市横山町６５番地

0248-94-2531

須賀川陸運株式会社 本社営業所

福島県須賀川市横山町７０

0248-76-5117

※「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）

医薬品、出版・印刷物、家電品・家
電部品

市区郡名

事業所名
縫友運送株式会社 須賀川営業所
安立サービス株式会社 須賀川営業所
石川運送株式会社 須賀川営業所
株式会社クニヨシ 本社営業所
川合運輸株式会社 本社営業所
株式会社円谷運送店 郡山

相馬市

伊達市

西濃エキスプレス株式会社 郡山営業所
株式会社平田運輸 本社営業所
日本郵便株式会社 須賀川郵便局
東日本倉庫株式会社 須賀川営業所
ＪＡパールライン福島株式会社 郡山営業所
株式会社ナカノサービス 須賀川営業所
ヤマト運輸株式会社 須賀川西川センター
丸喜運輸株式会社 福島営業所
エルピー運輸株式会社 本社営業所
株式会社郡山南部運輸 本社営業所
西濃運輸株式会社 郡山支店
東北王子運送株式会社 郡山営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 福島営業所
金彰運送有限会社 福島営業所
福島第一物流株式会社 郡山営業所
株式会社須賀川東部運送 本社営業所
有限会社丸信運輸 本社営業所
株式会社中央運輸 本社営業所
川合運輸株式会社 西営業所
龍北運輸株式会社 相馬営業所
相馬港湾運送株式会社 本社営業所
福島第一物流株式会社 相馬営業所
ヤマト運輸株式会社 相馬センター
中村貨物運送株式会社 本社営業所
相馬物流株式会社 本社営業所
有限会社佐藤急便 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 北福島営業所

※「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

福島県須賀川市横山町８９
福島県須賀川市横山町９０
福島県須賀川市横山町９６
福島県須賀川市横山町９８番地５
福島県須賀川市横山町９９、９８－３、１００－１、１０
０－５
福島県須賀川市滑川字池田１９０、１９１－１、１９１－
２
福島県須賀川市滑川字池田２００－１
福島県須賀川市岩作１７－１
福島県須賀川市上北町１－１１
福島県須賀川市森宿字安積田１３０番１
福島県須賀川市森宿字御膳田１－１１
福島県須賀川市森宿字道久１９－１１
福島県須賀川市西川字前田１
福島県須賀川市前田川扇町１
福島県須賀川市大久保字室貫２６－９
福島県須賀川市大字滑川字西山５２－１
福島県須賀川市大字滑川字池田２００－４
福島県須賀川市大字滑川字中津沢２６－１
福島県須賀川市大字滑川字中津沢７７－１，７８－１
福島県須賀川市大字松塚字北山２８番地１
福島県須賀川市大字森宿字辰根沢１８８番２
福島県須賀川市大字田中字念仏坦６７，６９
福島県須賀川市狸森字新田４２
福島県須賀川市八幡山２４６番１
福島県須賀川市木之崎字一本木４５－１８
福島県相馬市原釜字大津２７１
福島県相馬市原釜字北谷地２９５
福島県相馬市大坪字椚崎１５７
福島県相馬市中村字笹川５２－１，４５－１
福島県相馬市塚ノ町二丁目３－９
福島県相馬市尾浜字原７７－３
福島県相馬市富沢字焼切２８２－１４
福島県伊達郡国見町大字小坂字梅ノ町９－５

0248-63-8823
0248-72-8641
0248-72-1166
0248-94-2251
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0248-76-7578
0248-72-2453
024-876-7123
0248-73-2542
0248-75-2500
0248-72-5627
0248-63-7760
0248-94-2168
080-5068-0135
0248-63-9960
0248-65-2381
0248-75-0680
0248-76-3121
0248-72-1111
0248-72-3350
0248-75-4700
0248-72-3677
0248-79-2161
0248-79-3420
0248-73-2353
0248-68-2800
0244-38-8386
0244-38-7185
0244-35-3491
080-5044-3535
0244-35-2071
0244-38-6111
0244-36-7373
024-573-9157

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社サエキ輸送 本社営業所
フレッシュテック有限会社 本社営業所
伊達貨物運送株式会社 本社営業所
株式会社暁運輸 福島営業所
株式会社福島丸政運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 保原支店

田村市

二本松市

南相馬市

株式会社大崎 福島営業所
株式会社東昇流通 本社営業所
株式会社トッキュウ 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 船引支店
株式会社タムラ 本社営業所
大越運送株式会社 本社営業所
株式会社北海興業 本社営業所
有限会社菱永運輸 本社営業所
柏洋運輸株式会社 本社営業所
中部急送株式会社 福島営業所
東北西濃運輸株式会社 福島営業所
佐川急便株式会社 福島営業所
株式会社籠島運輸倉庫 本社営業所
和喜輸送株式会社 東北支店
ダイセーロジスティクス株式会社 福島営業所
株式会社丸や運送 本社営業所
福島倉庫株式会社 本社営業所
丸全電産ロジステック株式会社 福島
高橋運輸興業株式会社 福島営業所
日本通運株式会社 原町営業支店
青葉運輸有限会社 本社営業所
双葉運輸株式会社 南相馬営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 原町営業所
株式会社ショウワ・トランスポート 本社営業所
株式会社鈴木運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 原町南支店
我妻運送株式会社 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

福島県伊達市岡沼９４－２
福島県伊達市坂ノ上３５番地１
福島県伊達市箱崎字沖前７２－３，７３－３
福島県伊達市保原町字東野崎１００番地
福島県伊達市保原町字八幡町７７
福島県伊達市保原町大字上保原字大割２４－２，２５－
２，２６，２７－１
福島県伊達市保原町野崎２６－１，２７－１
福島県伊達市梁川町字本町２２番１
福島県田村市船引町光陽台３１番２
福島県田村市船引町船引字上江１４３－５
福島県田村市船引町船引字鐙ヶ池５３－１２
福島県田村市大越町上大越字上川原１００
福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前４９－１
福島県田村市滝根町菅谷字入水７９５－１
福島県二本松市住吉４２－１
福島県二本松市渋川字囲壇６番
福島県二本松市渋川字下黒沼５５
福島県二本松市渋川字舟山１３２
福島県二本松市渋川赤木内６５，６６
福島県二本松市小沢字原１１５－６
福島県二本松市赤井沢９３－２、９３－１、９８－２
福島県二本松市中里４７－１
福島県二本松市米沢字下川原田１２５－１
福島県二本松市北トロミ６３３
福島県二本松市油井字硫黄田１２６番地
福島県南相馬市原町区旭町４－９０
福島県南相馬市原町区牛来字出口１４３－２
福島県南相馬市原町区金沢字堤下３９９－１２
福島県南相馬市原町区金沢字物見山１２４－６
福島県南相馬市原町区雫字聖下２５９－２
福島県南相馬市原町区深野字入龍田１１７－２６
福島県南相馬市原町区大字雫字南大江下２５８－３，２５
８－４
福島県南相馬市原町区大木戸字南原８８－２

024-583-5781
024-563-4575
024-583-4151
024-597-8171
024-575-2002
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主な輸送品目（任意掲載）

080-5044-3503
024-575-2461
024-563-5367
0247-61-2231
080-5068-1403
0247-82-0725
0247-79-2135
0247-78-3795
0247-78-2320
0243-22-2070
0243-24-1394
0243-53-2024
0243-54-2066
0243-53-2141
0243-53-2070
0243-23-5570
0243-22-0808
0243-54-2239
0243-22-8900
0243-61-3292
0244-22-2121
0244-22-7893
0244-24-5175
0244-23-6090
0244-25-3877
0244-23-3429
080-5044-3531
0244-23-2944

飲料缶、ペットボトル、飲料等

市区郡名

事業所名
丸カ運送株式会社 本社営業所
有限会社福島運輸 本社営業所

本宮市

有限会社原眞運輸 本社営業所
佐川急便株式会社 相馬営業所
株式会社ヒューテックノオリン 郡山営業所
迫トラック株式会社 郡山営業所
吉川運輸株式会社 福島営業所
株式会社ナカノサービス 福島営業所
カメイ物流サービス株式会社 郡山営業所
名糖運輸株式会社 福島物流センター
佐川急便株式会社 郡山営業所
アイエイチロジスティクスサービス株式会社 郡山セン
ター
東北西部運輸株式会社 本社営業所
大虎運輸東北株式会社 福島支店
エム物流株式会社 福島センター
ロジトライ東北株式会社 本宮事業所
株式会社スカイ運輸 本宮営業所
第一工流株式会社 福島営業所
株式会社新日本物流 郡山営業所
あだち運送株式会社 本社営業所
有限会社ゼスト 有限会社ゼスト 福島営業所
関東運輸株式会社 福島営業所
高運送株式会社 福島営業所
株式会社エフライン 郡山営業所
有限会社森ロジテム 本社営業所
株式会社トランス・グリップ 福島営業所
株式会社アルプス物流 郡山営業所
株式会社太陽流通サービス 郡山営業所
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社 本宮営業
所
東日本エア・ウォーター物流株式会社 郡山営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ福島セン
ター
株式会社ライフサポート・エガワ東北 福島支店

※「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

福島県南相馬市原町区中太田字後迫２８１－１
福島県南相馬市鹿島区烏崎字羽黒堂２０－２，３，鳥居作
９０－１
福島県南相馬市鹿島区小池字原畑５７
福島県南相馬市鹿島区大字南柚木字相馬清水１８２－４
福島県本宮市荒井字下原１
福島県本宮市関下字下関下１－３
福島県本宮市関下字東原２９－２
福島県本宮市糠沢字羽黒２７１－２
福島県本宮市糠沢字水上２１－１
福島県本宮市荒井下原１番地
福島県本宮市荒井字久保田１１１－１

0244-23-6111

福島県本宮市荒井字久保田９５番地１

0243-63-2230

福島県本宮市荒井字恵向１２１番地５６
福島県本宮市荒井字恵向３４－１
福島県本宮市荒井字恵向６０－１１
福島県本宮市荒井字恵向６０－１２
福島県本宮市荒井字孤塚５８－２
福島県本宮市荒井字甲斐７－１
福島県本宮市荒井字上沢３－１
福島県本宮市荒井字青田原２０３－２
福島県本宮市荒井字青田原２０９－２
福島県本宮市荒井字青田原２０９番８
福島県本宮市荒井字青田原２０９番地１２
福島県本宮市荒井字青田原２４１番地１
福島県本宮市荒井字沢田２９
福島県本宮市荒井字北の内６０－１１
福島県本宮市荒井字北ノ内６０－５
福島県本宮市荒井字惠向１２１番地４８

0243-63-5855
0243-63-5065
0243-36-2331
0243-63-5410
0243-36-2533
0243-36-6645
0243-24-9105
0243-36-2437
0243-63-5120
0243-24-1180
0243-36-2877
0243-24-6161
0243-33-5656
0243-34-2340
0243-34-4111
0243-63-1653

福島県本宮市荒井字惠向１３番１

0243-24-1061

福島県本宮市仁井田字一里壇２４番地

0243-24-7460

福島県本宮市仁井田字桝形３０－５

0243-34-5575

福島県本宮市長屋字長屋平４０

0243-44-4300
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0244-46-4072
0244-46-3322
0244-46-5839
0243-63-5010
0243-68-3977
0243-68-3033
0243-44-4788
0243-44-4962
0243-36-2745
0243-24-1086

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

安達郡

石川郡

事業所名
福島ロジネット株式会社 本社営業所
センコン物流株式会社 福島営業所
浪速運送株式会社 福島営業所
大和物流株式会社 福島営業所
野口運輸株式会社 本宮営業所
株式会社大玉運送 本社営業所
エムケー物流株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 二本松支店
鮫川運送株式会社 福島営業所
誠和梱枹運輸株式会社 郡山営業所
株式会社サンロジスティックス 郡山営業所
有限会社玉川運送 本社営業所
株式会社大崎 古殿営業所
ヤマト運輸株式会社 石川センター
ＡＣＴライナー株式会社 福島出張所

岩瀬郡

河沼郡

福島空港運輸株式会社 本社営業所
有限会社ハシコー梱包運輸 本社営業所
蛭間運送株式会社 福島営業所
成田運輸株式会社 本社営業所
有限会社小瀧運送店 本社営業所
株式会社ノーリンエクスプレス 本社営業所

株式会社中村建運 会津営業所

相馬郡

伊達郡

マルコー・トランスポート株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 会津坂下中央支店
福島ロジネット株式会社 会津営業所
相馬環境サービス株式会社 本社営業所
日通相馬港運輸株式会社 本社営業所
新地発電産業株式会社 本社営業所
有限会社ビートル 本社営業所
佐川急便株式会社 福島国見営業所
株式会社福島北桑運輸 本社営業所
白金運輸株式会社 国見営業所
株式会社タケダ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川俣センター

※「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。

住所
福島県本宮市本宮字栄田１０６番
福島県本宮市本宮字中台１－２６
福島県本宮市本宮字南ノ内６５－１
福島県本宮市本宮字名郷１２－３
福島県本宮市本宮字名郷１２番地５
福島県安達郡大玉村玉井字前原１１２
福島県安達郡大玉村玉井字矢ノ花２３０番地
福島県安達郡大玉村大山字向原７９番地１
福島県安達郡大玉村大山字荒池２０
福島県安達郡大玉村大山字壇１１４番地
福島県安達郡大玉村大山字仲江３２０
福島県石川郡玉川村大字蒜生字宮下７０－１
福島県石川郡古殿町大字松川字大作１１３
福島県石川郡石川町字猫啼１０８－１９，１０８－６
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
福島県岩瀬郡鏡石町蒲之沢町４０２
福島県岩瀬郡鏡石町桜岡４１番地１、４２番地
福島県岩瀬郡鏡石町深内町４６－３
福島県岩瀬郡鏡石町諏訪町２７５－３
福島県河沼郡会津坂下町字舘ノ下７５－１，７６－１
福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字天神３７番１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５４７番１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字弥五畑３５０－１
福島県河沼郡会津坂下町大字新舘字森前４９２－１
福島県河沼郡会津坂下町大字中泉字中政所西８２番地
福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神１－１
福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神１２９
福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神１番地１
福島県相馬郡新地町谷地小屋南狼沢４－６７
福島県伊達郡桑折町大字北半田字畑合１－３
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字妻田１－５
福島県伊達郡国見町大字山崎字上亀田５－５
福島県伊達郡市霊山町掛田字日向前２１番地１
福島県伊達郡川俣町飯坂字八幡８－１，８－５，８－７
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電話番号

主な輸送品目（任意掲載）

0243-63-0036
0243-34-3443
0243-34-1081
0243-33-4411
0243-34-6363
0243-48-4196
0243-34-2153
080-5044-3502
0243-68-2360
0243-24-8360
0243-68-2058
0247-57-3401
0247-53-3526
080-5044-3519
0247-26-5060
0248-75-1424
0248-62-6209
0248-63-0777
0248-62-5364
0242-83-3200
0241-22-9200
0242-83-4566 医薬品、出版・印刷物、家電品・家電部品
0242-85-7246
080-5044-3510
0242-84-3851
0244-38-7752
0244-26-5593
0244-62-5051
0244-62-5444
024-585-5081
024-582-6621
024-585-5787
024-586-2243
080-5044-3504

市区郡名
田村郡

事業所名
株式会社アイエスシー 本社営業所
カリツー東日本株式会社 郡山本社営業所
石黒物流株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 小野センター

西白河郡

南会津郡

耶麻郡
大沼郡

有限会社小針運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 白河西郷支店
新潟運輸株式会社 白河支店
東北王子運送株式会社 白河営業所
南東北福山通運株式会社 白河支店
福山エクスプレス株式会社 白河営業所
郡山運送株式会社 白河営業所
菱東運輸倉庫株式会社 新白河営業所
株式会社大野運輸 白河営業所
株式会社藤日 泉崎営業所
東北日貨運輸株式会社 泉崎営業所
佐川急便株式会社 白河営業所
有限会社高重自動車運輸 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 矢吹営業所
川合運輸株式会社 矢吹営業所
鮫川運送株式会社 本社営業所
大竹運送株式会社 本社営業所
有限会社だいわ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 矢吹支店
丸永運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 会津田島支店
株式会社ユミタ運輸 本社営業所
有限会社湯島運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 磐梯高原支店
一宮運輸株式会社 会津営業所
有限会社湯島運輸 会津北営業所
ヤマト運輸株式会社 会津本郷支店

双葉郡

ヤマト運輸株式会社 会津金山センター
ヤマト運輸株式会社 広野センター

※「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。

住所

電話番号

福島県田村郡三春町込木字笹久保２１－３
福島県田村郡三春町深作２０－５
福島県田村郡三春町大字平沢字白石作８６－１３
福島県田村郡小野町大字小野新町字八反田５１－２，５２
－２
福島県西白河郡矢吹町白山７７０－１
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中９７
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平４５２－３０
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９－４
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９－４
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９番４
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返１６１－１
福島県西白河郡西郷村大字米字椙山９－４１
福島県西白河郡泉崎村泉崎中核工業団地１６－６
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字大山４１番８
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字大山４１番８
福島県西白河郡泉崎村踏瀬字町浦２０－１
福島県西白河郡中島村大字川原田字三斗蒔２７
福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５－１
福島県西白河郡矢吹町諏訪の前１１５番９
福島県西白河郡矢吹町赤沢５００
福島県西白河郡矢吹町赤沢８５０
福島県西白河郡矢吹町赤沢９０３，９０４，９０５
福島県西白河郡矢吹町八幡町７９３－４
福島県西白河郡矢吹町北町６８－１
福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙７５－１
福島県南会津郡南会津町田島字田部原１４０－１
福島県南会津郡南会津町田島字田部原３１－１
福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字トウフケ５９－１
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字瀬々川４７０９－１
福島県大沼郡会津美里町宮里９－３
福島県大沼郡会津美里町字川原町北甲１７０１，１７５
４，１７５６，１７５７，１７５５
福島県大沼郡金山町中川暮坪２４
福島県双葉郡広野町大字上北迫字岩沢２９－３８

0247-62-2710
0247-61-2760
0247-61-1113
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080-6698-5057
0248-45-2006
080-5044-3508
0248-25-3960
0248-25-0668
0248-25-7355
0248-25-7545
0248-25-5707
0248-25-5004
0248-54-1150
0248-53-1511
0248-53-1511
0248-53-3422
0248-52-2827
0248-41-2280
0248-21-7035
0248-44-2171
0248-44-2258
0248-42-3633
080-5421-1281
0248-44-3456
0241-62-3740
0241-62-2477
0241-62-3666
080-6699-8348
0242-73-2226
0242-55-1755
080-5044-3521
0241-53-1970
080-5098-3554

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
東白川郡

事業所名
丸井運送株式会社 本社営業所
株式会社松栄商事 本社営業所
鈴木運送株式会社 本社営業所
株式会社アジア運輸 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 棚倉センター

※「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。

住所
福島県東白川郡塙町大字伊香字中妻２５－１
福島県東白川郡塙町大字常世北野字千本２２－１
福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６４－１
福島県東白川郡棚倉町大字逆川字北原地６番地１
福島県東白川郡棚倉町大字流字永君３－３
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電話番号
0247-43-0222
0247-43-0311
0247-46-3115
0247-23-0225
080-5044-3511

主な輸送品目（任意掲載）

