貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福井市

事業所名
株式会社サカイ引越センター 福井支社
有限会社陸栄運輸 本社営業所
北陸名鉄運輸株式会社 福井営業所
大東実業株式会社 福井営業所
新潟運輸株式会社 福井支店
福東運送有限会社 本社営業所
アーク引越センター北陸株式会社 福井営業所
株式会社ミツノリ 輸送センター
エナジーサポートセンター株式会社 本社営業所
橋南運送株式会社 本社営業所
中倉陸運株式会社 福井営業所
福井通運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 福井警送事業所
日本通運株式会社 南福井現業
福井日通運輸株式会社 南福井営業所
福貨通運株式会社 本社営業所
南條運送株式会社 本社営業所
株式会社日和ピアノ運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井主管支店
株式会社カクダイ 本社営業所
有限会社オレンジエキスプレス 本社営業所
石川日通運輸株式会社 福井営業所
文珠運送株式会社 本社
株式会社東洋運輸 本社営業所
日本通運株式会社 福井航空貨物センター
カネキ運輸株式会社 本社
山善運輸機工株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井南支店
東亜工運株式会社 本社営業所
ラニイ北陸牛乳運送株式会社 本社営業所
佐々木運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井北支店
二本松物流株式会社 福井営業所

※「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。

安全性優良事業所
住所

福井県福井市みのり１丁目８０３－２
福井県福井市引目町１１字大割１０１番地１
福井県福井市下河北町１９－１
福井県福井市下荒井町２２字２
福井県福井市下六条町３９字１番地２
福井県福井市下莇生田町第２０－４
福井県福井市花堂中１丁目６０７番地
福井県福井市花堂東１－１１－１５
福井県福井市花堂東１－１３－６
福井県福井市花堂東１－３００８
福井県福井市花堂南２丁目１１０９
福井県福井市花堂北１丁目１１－１５
福井県福井市花堂北１丁目１２０１番地
福井県福井市花堂北１丁目１番３０号
福井県福井市花堂北１丁目１番３０号
福井県福井市花堂北１丁目４－４２
福井県福井市海老助町６字３９－１
福井県福井市開発４丁目２０４番地
福井県福井市間山町３字沖田６０
福井県福井市丸山１丁目２０１番地
福井県福井市丸山１丁目４０４番地
福井県福井市丸山２丁目３０１－１
福井県福井市岩倉町７字金串１０番地２，３
福井県福井市原目町６字山下１８－１
福井県福井市玄正島町７字１６番地
福井県福井市玄正島町７字三角１６
福井県福井市江守中町８字１４番地３
福井県福井市江端町４字山鳥２２番
福井県福井市江端町５字８番地
福井県福井市高木１－１１１０
福井県福井市高木中央１－１３０７
福井県福井市高柳１丁目１０５番地
福井県福井市高柳２丁目１８０１番地

1／7 ページ

（福井県）
電話番号
0776-34-3271
0776-38-5888
0776-38-6620
0776-39-0711
0776-41-3400
0776-41-2910
0776-34-3302
0776-20-6150
0776-33-0577
0776-36-8440
0776-33-0234
0776-36-0088
0776-33-0210
0776-36-5566
0776-36-5561
0776-36-3701
0776-23-0348
0776-57-0034
0776-52-2413
0776-53-1353
0776-54-8433
0776-89-1198
0776-41-4680
0776-54-5112
0766-53-5152
0776-54-7480
0776-35-1021
080-5044-4643
0776-35-0003
0776-54-3014
0776-53-2888
080-5044-4739
0776-53-7001

H30.8.1
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
トナミ運輸株式会社 福井支店
佐川急便株式会社 福井営業所
福井高速運輸株式会社 本社
株式会社アイシー物流 福井営業所
株式会社ピーディ 本社営業所
有限会社東田運輸 本社営業所
日本通運株式会社 福井支店
福井日通運輸株式会社 本社営業所
株式会社関西丸和ロジスティクス 福井営業所
エルシーコープ株式会社 福井営業所
甲信越福山通運株式会社 福井支店
株式会社エコマスター 本社営業所
株式会社エコテック 福井営業所
株式会社エコロジス 宿布営業所
北陸トラック運送株式会社 本社営業所
台東運輸株式会社 本社営業所
有限会社福井キャリー急送 本社営業所
竹原運輸株式会社 本社営業所
井上流通サービス株式会社 福井営業所
ハートランド運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井東支店
北陸明治運輸株式会社 本社営業所
株式会社ヤマトインテグレート 福井営業所
ヤマト運輸株式会社 福井西支店
株式会社林商運 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井春江センター
株式会社エフライナー 本社営業所
株式会社エフワイ運輸機工 本社営業所
日通トランスポート株式会社 福井支店
日本郵便輸送株式会社 福井営業所
日本物流マネジメント株式会社 福井営業所
鳥居運送株式会社 福井営業所
北陸齊川運輸株式会社 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

福井県福井市今市町１１－７－１
福井県福井市今市町６４号７番地１
福井県福井市三本木町１字立町１番，２番
福井県福井市寺前町１８字１２番地
福井県福井市若栄町２０２番地
福井県福井市若杉浜３－１１１
福井県福井市重立町２２号１番地
福井県福井市重立町２２号５番地
福井県福井市重立町２８字辻４０番地
福井県福井市重立町２８字辻４０番地
福井県福井市重立町２８字辻４３
福井県福井市宿布町１２－４
福井県福井市宿布町１２字４番地
福井県福井市宿布町１２字４番地
福井県福井市上細江町２０字１－１
福井県福井市上中町２５字縄末８－１
福井県福井市上北野１－１９０２
福井県福井市森行町３字９－１
福井県福井市森田新保町８字堂ノ向２６－１、２４番地、
２５番地、２７番地１ 福井市漆原町１０－５６
福井県福井市成和１丁目１５１０
福井県福井市成和２丁目１１１０
福井県福井市西開発２丁目３０３
福井県福井市西開発３丁目４０４－５
福井県福井市西開発３丁目５１６
福井県福井市西開発４－９０５
福井県福井市石盛町７０７番４
福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地
福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地
福井県福井市浅水二日町１４５字金橋２０番
福井県福井市大町１丁目４０１
福井県福井市大町２丁目１０１３ シャンパーニュ花堂東
１０３号
福井県福井市大町供江１０８
福井県福井市大畑町６９号５－１

0776-38-6222
0776-38-5673
0776-38-6700
0776-53-3757
0776-52-3346
0776-36-1325
0776-60-1103
0776-52-8190
0776-53-0007
0776-53-5960
0776-54-8001
0776-41-4370
0776-41-4360
0776-41-4360
0776-41-2500
0776-53-2533
0776-54-5001
0776-38-5963
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0776-56-8450
0776-43-0720
080-5451-8461
0776-54-7766
0776-52-1524
080-5044-4628
0776-53-2107
080-6044-5654
0776-55-1795
0776-55-1133
0776-38-1500
0776-35-4540
0776-34-0766
0776-35-2681
0776-57-8100

主な輸送品目（任意掲載）

機械･機械部品･石油･引越貨物

市区郡名

あわら市

越前市

事業所名
福井口運送株式会社 本社営業所
ふくしん総合サービス株式会社 本社営業所
有限会社流通代行サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 足羽支店
パッケージトランス株式会社 本社営業所
東洋運輸株式会社 福井営業所
有限会社村井運送 福井営業所
ヤマト運輸株式会社 二の宮支店
北陸センコー運輸株式会社 本社営業所
センコー株式会社 福井営業所
株式会社エコロジス 本社営業所
船谷運送株式会社 船谷運送（株）営業所
株式会社キョーフク 本社
有限会社コーフク商運 本社営業所
日本郵便株式会社 福井南郵便局
福井郵便逓送株式会社 本社営業所
有限会社逓徳 本社営業所
越美貨物自動車株式会社 本社営業所
株式会社福栄倉庫 堀の宮営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 福井営業所
株式会社ホクウン 福井支店
濃飛西濃運輸株式会社 福井支店
ヤマト運輸株式会社 福井和田センター
東部物流株式会社 福井営業所
大島産業物流株式会社 本社営業所
坂井運輸株式会社 本社営業所
芦原運輸株式会社 本社営業所
藤商運輸株式会社 本社
新日本海トラック株式会社 本社営業所
中部陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 あわらセンター
池田興業株式会社 福井営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 福井営業所
福井高速運輸・武生株式会社 武生営業所
北陸高圧ガス運輸株式会社 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
福井県福井市長本町１１０６番地
福井県福井市田原２－５５０１－２
福井県福井市渡町６２４番地
福井県福井市東下野町５０字中田５番
福井県福井市南居町第８１字上山１番地３３
福井県福井市南江守町６９－１
福井県福井市二の宮５丁目１８２７
福井県福井市二の宮５丁目６－１２
福井県福井市二日市町１７字１－１
福井県福井市二日市町２０字４０－１、４１－１
福井県福井市二日市町２０字堂之下１８番地、１９番地
福井県福井市白方町４３字１６－４
福井県福井市八ツ島町３１－５０７
福井県福井市帆谷町第２８号２番地の４０
福井県福井市板垣４丁目２０１
福井県福井市板垣４丁目４１１
福井県福井市板垣４丁目４１１番地
福井県福井市文京６－２１０８
福井県福井市堀の宮１－６０８
福井県福井市問屋町１－５４
福井県福井市問屋町２－４
福井県福井市林藤島町１６字小米田８番
福井県福井市和田２－１３１６
福井県福井市和田３丁目２０３番地
福井県福井市渕１３字８
福井県あわら市南金津４１字一本松２番地
福井県あわら市下番３４字出戸６－２
福井県あわら市下番４７字南梨木泓２０－１
福井県あわら市自由ヶ丘１丁目８－１０
福井県あわら市菅野７０字１－６
福井県あわら市田中々１９字堤ケ内７番地３
福井県あわら市北疋田２－１７－１
福井県越前市瓜生町１８－１
福井県越前市家久町２７字１番地１
福井県越前市家久町２９字羅漢田１０－１
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電話番号
0776-54-3178
0776-25-8519
0776-35-0307
080-6697-5953
0776-33-3123
0776-60-0700
0776-23-1666
080-6698-4510
0776-55-2235
0776-55-1923
0776-55-2051
0776-85-1514
0776-21-7766
0776-38-7557
0776-33-8100
0776-36-3704
0776-36-5089
0776-23-7000
0776-23-4576
0776-24-9481
0776-27-2740
0776-57-0300
080-5044-4657
0770-23-0665
0776-36-5600
0776-73-1595
0776-78-5533
0776-77-2625
0776-73-3101
0776-73-5008
080-5451-8960
0776-74-2112
0778-24-2427
0778-42-7810
0778-21-2166

主な輸送品目（任意掲載）

繊維・衣料品、コンテナ、家具

市区郡名

事業所名
福井車輌輸送株式会社 本社営業所
名神運輸株式会社 本社営業所
西川輸送株式会社 武生営業所
株式会社ファミリー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 南越支店
福井貨物自動車株式会社 武生支店
有限会社ＨＯＰＥ 本社営業所
株式会社シンクラン 福井営業所
ヤマト運輸株式会社 越前支店
北陸石井運輸株式会社 福井営業所
白山運輸有限会社 本社営業所
株式会社北陸油化 本社営業所
濃飛西濃運輸株式会社 武生営業所
ブルーライン株式会社 本社営業所
サンエツ運輸株式会社 福井営業所
日本郵便株式会社 武生郵便局
有限会社福田物流 本社営業所
マルツ運輸株式会社 本社営業所
株式会社ホクウン 本社営業所

勝山市
小浜市

大野市
坂井市

沢崎運送有限会社 本社営業所
菱善運輸株式会社 本社営業所
福井トナミ運輸株式会社 武生通運事業所
ヤマト運輸株式会社 勝山センター
株式会社ホクウン 奥越営業所
日本通運株式会社 小浜支店
佐川急便株式会社 小浜営業所
日通トランスポート株式会社 小浜営業所
ヤマト運輸株式会社 小浜支店
佐川急便株式会社 大野営業所
ヤマト運輸株式会社 奥越支店
株式会社ナカガワ 本社営業所
松岡満運輸株式会社 福井営業所
濃飛西濃運輸株式会社 丸岡営業所
佐川急便株式会社 丸岡営業所

※「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。

住所

電話番号

福井県越前市家久町５４－１３－２
福井県越前市家久町５６字下相塚８－１
福井県越前市家久町５７字１３番１
福井県越前市家久町第５４号１番地の１
福井県越前市葛岡町７字石盛１１番１
福井県越前市葛岡町８字１－１
福井県越前市岩内町２４字向山２－２
福井県越前市今宿町１８－１
福井県越前市芝原３丁目５４字野徳１７－１
福井県越前市庄田町２１－３－４
福井県越前市千福町１８３
福井県越前市大塩町６２字向山２８－１１
福井県越前市大手町八字１－１７
福井県越前市池ノ上町８号２番地
福井県越前市池ノ上町９１字西山田１１番１
福井県越前市中央１丁目１０－３０
福井県越前市氷坂町２１字５番地３
福井県越前市不老町８字峠ノ下１０
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
福井県越前市妙法寺町１２－４－２
福井県越前市妙法寺町１８字登り田８番２
福井県越前市矢放町１３号８番地１
福井県勝山市荒土町新保５字高山１１３番
福井県勝山市遅羽町蓬生４４－４
福井県小浜市駅前町１９－３０
福井県小浜市遠敷４９号１－１
福井県小浜市上野第３７号３０番地１
福井県小浜市木崎１２号平田２３
福井県大野市桜塚町９１４番地
福井県大野市春日１６１－５１
福井県坂井市丸岡町熊堂第３字八木賊１番９
福井県坂井市丸岡町今福１０字７－２
福井県坂井市丸岡町舟寄１５８字法華坊７－３
福井県坂井市丸岡町小黒６４－１

0778-43-5444
0778-22-6583
0778-23-7337
0778-24-1466
080-5044-4750
0778-23-7771
0778-27-8685
0778-24-0234
0778-23-4381
0778-22-9801
0778-22-2883
0778-24-4416
0778-27-2888
0778-21-1800
0778-21-1232
0778-22-0107
0778-24-3733
0778-42-0888
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0778-24-3500
0778-23-0661
0778-24-4651
0778-23-1560
0779-89-3381
0779-87-0700
0770-53-1050
0770-56-3932
0770-56-3871
080-5044-4727
0776-67-3999
080-5044-4758
0776-68-0073
0776-67-6171
0776-67-5166
0776-67-3999

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

住所

電話番号
0776-66-2664
0776-67-0007
0776-67-6786
0776-68-0777
0776-67-1266
080-5044-4667
0776-97-5690
0776-72-1055
0776-72-3375
0776-72-3680
0776-67-1880

澁澤陸運株式会社 福井ターミナル
ヤマト運輸株式会社 坂井北支店
株式会社ニヤクコーポレーション 中部支店三国事業所
株式会社三国 本社
上野輸送株式会社 福井営業所
株式会社ネギシ 本社営業所
野原商事有限会社 本社営業所

福井県坂井市丸岡町千田１０－１６－２、１７－４
福井県坂井市丸岡町寅国４－１３
福井県坂井市丸岡町南横地１０字４８番１
福井県坂井市丸岡町南横地６字小長崎５４番地１
福井県坂井市丸岡町末政１８
福井県坂井市丸岡町里丸岡１丁目３４番
福井県坂井市坂井町御油田３９－４０１
福井県坂井市坂井町大味５１字３１
福井県坂井市坂井町大味５１字下松田１７番地１
福井県坂井市坂井町大味６２字６番地
福井県坂井市坂井町福島３１字５７－１
福井県坂井市坂井町木部新保２９字爪の跡３番地１，３番
地２
福井県坂井市坂井町木部東２８字出口１５－３
福井県坂井市三国町楽円５１字上沖田１３－１
福井県坂井市三国町山岸３３－１１－１
福井県坂井市三国町新保４０－６
福井県坂井市三国町新保８８字５番小乙５－４
福井県坂井市三国町新保９７字港９－１３
福井県坂井市春江町沖布目３７字７－５

美福運送有限会社 本社営業所

福井県坂井市春江町干歩寺３４字１番地４５，１番地４６

0776-51-2407

春江貨物株式会社 本社営業所
川﨑物流株式会社 本社春江倉庫
株式会社サイリク 本社営業所
瀧ヶ花運送株式会社 本社営業所
倉内運送有限会社 本社営業所
甲斐運送株式会社 本社営業所
大西運輸株式会社 福井営業所
ヤマト運輸株式会社 丹南支店
北越トラック急送有限会社 本社営業所
是則北陸運輸株式会社 鯖江営業所
ヤマト運輸株式会社 鯖江支店
セイブ運輸有限会社 本社営業所
トナミ運輸株式会社 敦賀営業所

福井県坂井市春江町江留中３５字５－１
福井県坂井市春江町西太郎丸第２１字１－２
福井県坂井市春江町石塚２７字番場１８番地
福井県鯖江市下野田町７字４－１
福井県鯖江市吉谷町１４１番地
福井県鯖江市神中町２丁目９０９番１
福井県鯖江市神中町２丁目９１２番地
福井県鯖江市水落町１丁目１３３３，１３３４番
福井県鯖江市川去町３１字堂ノ西２－４
福井県鯖江市鳥羽町４３字花立６番地１
福井県鯖江市東鯖江２－６２１－１
福井県鯖江市当田町１３字下半田２番１８
福井県敦賀市羽織町１０－１

0776-51-0046
0776-51-6161
0776-50-2358
0778-62-0008
0778-52-5360
0778-52-8876
0778-53-2850
080-6697-5959
0778-62-3750
0778-52-5786
0778-52-0072
0778-62-2999
0770-22-1441

有限会社上田運送 本社営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 福井センター
アップル流通株式会社 本社営業所
ゼネラル産業有限会社 本社営業所
株式会社福井アクティー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 坂井南支店
泉海商運株式会社 福井営業所
リコーロジスティクス株式会社 福井営業所
両備トランスポート株式会社 福井営業所
エナジーサポートセンター株式会社 坂井営業所
株式会社ツカダ物流 本社営業所
平成運輸倉庫株式会社 本社営業所

鯖江市

敦賀市

※「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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0776-72-7200
0776-72-2551
080-5044-4687
0776-82-1275
0776-81-3600
0776-82-5376
0776-82-8272
0776-51-2899

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

エナジーサポートセンター株式会社 敦賀営業所
協和産業株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 敦賀営業所
株式会社上組 重量エネルギー輸送事業本部 敦賀事業所
株式会社春日野運送 本社営業所
有限会社アサヒライン 本社営業所
日本郵便株式会社 敦賀郵便局
福井貨物自動車株式会社 敦賀支店
日通トランスポート株式会社 敦賀営業所
有限会社竹田建材 本社営業所
大聖寺運輸株式会社 敦賀営業所
東部物流株式会社 本社営業所
グロービック株式会社 敦賀支店
有限会社石原運輸 敦賀営業所
マリネックストランスポートサービス株式会社 敦賀営業
所
敦賀セメント運輸株式会社 本社営業所
有限会社ウイングエクスプレス 敦賀営業所
ヤマト運輸株式会社 敦賀東郷センター
沢田運送株式会社 本社営業所
株式会社新洋ドレージ 本社営業所
株式会社三共運送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 敦賀支店
株式会社ホクウン 敦賀営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 敦賀営業所
濃飛西濃運輸株式会社 敦賀営業所
丹生郡
ヤマト運輸株式会社 織田センター
高山運輸株式会社 本社営業所
有限会社大和ロジスティクス 本社営業所
有限会社脇本商事 本社営業所
株式会社北都高速運輸倉庫福井 福井営業所
三方郡
甲信越福山通運株式会社 敦賀営業所
三方上中郡 株式会社若狭輸送 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 三方センター
大飯郡
ヤマト運輸株式会社 高浜センター

※「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

福井県敦賀市河原町２－２
福井県敦賀市関２６号堂ノ前３－１
福井県敦賀市吉河６号五反田１番２
福井県敦賀市沓見１５６号中田１１－１
福井県敦賀市沓見１６４号１６番２
福井県敦賀市沓見１６４号１６番２
福井県敦賀市元町１１－５
福井県敦賀市古田刈１７号大田１番地１
福井県敦賀市高野３５号下石名田５番１
福井県敦賀市砂流５０号４６番地の３
福井県敦賀市若泉町８号
福井県敦賀市赤崎３８号２３－１
福井県敦賀市赤崎３８号南津２２－１
福井県敦賀市泉１７１－９－２

0770-22-3553
0770-24-5107
0770-22-1001
0770-22-9806
0770-23-5153
0770-21-5610
0770-25-1001
0770-22-2427
0770-22-2851
0770-25-0406
0770-24-2233
0770-23-0665
0770-21-8757
0770-22-6684

福井県敦賀市泉１７１号９－２

0770-25-3304

福井県敦賀市泉２－６－１
福井県敦賀市道口１４号６番地の２
福井県敦賀市樋ノ水町２８番３号
福井県敦賀市木崎２－１－３
福井県敦賀市余座２号深田１８－２
福井県敦賀市葉原１０７号寺山２
福井県敦賀市和久野３０水込２３
福井県敦賀市莇生野７４－１７－１
福井県敦賀市莇生野７９号野中５－１
福井県敦賀市莇生野７９号野中５－１
福井県丹生郡越前町三崎２９字平ノ脇５６番１
福井県丹生郡越前町上川去３－４
福井県丹生郡越前町西田中１丁目２０６番地
福井県丹生郡越前町朝日１０字ハカノ木８番地、７番地
福井県丹生郡越前町東内郡二丁目１０４番地
福井県三方郡美浜町佐柿５８号５番１、６番１
福井県三方上中郡若狭町井ノ口１１号１番地１
福井県三方上中郡若狭町能登野１６－９－１
福井県大飯郡高浜町薗部４１字中奥田８番地１

0770-22-0807
0770-20-1199
080-5451-6029
0770-22-5446
0770-21-0031
0770-23-5312
080-5044-4713
0770-23-2225
0770-25-3356
0770-24-1333
080-5045-8359
0778-34-1808
0778-42-7520
0778-34-5744
0778-34-2556
0770-32-0292
0770-62-0003
080-5044-4762
080-5451-7632
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
吉田郡

事業所名
ヤマト運輸株式会社 永平寺センター
日本商運株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 福井支店
株式会社Ｔａｔｅｉ 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
福井県吉田郡永平寺町花谷４字大田１７番１
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月１２－３
福井県吉田郡永平寺町松岡薬師１丁目１５３
福井県吉田郡永平寺町飯島１１－２８
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電話番号
080-6604-5156
0776-61-1000
0776-61-1901
0776-63-4000

主な輸送品目（任意掲載）

