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

東北トラック株式会社 福島支店
ヤクルトイースト・ロジスティクス株式会社 福島営業所
浪江貨物自動車株式会社 福島営業所
有限会社福弘運輸 本社営業所
フットワークエクスプレス関東株式会社 東北支店
安立運輸株式会社 福島営業所
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
株式会社吉田運輸 本社営業所
株式会社佐幸運輸 本社営業所
日本通運株式会社 福島航空営業所
会津若松市 東部運送株式会社 会津若松営業所
株式会社スカイ運輸 会津若松営業所
會津通運株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 会津若松営業所
南福島郵便輸送株式会社 会津営業所
只見郵便運送有限会社 本社営業所
いわき市 磐城通運株式会社 植田支店 火力営業所
幸栄運輸株式会社 いわき営業所
クレハ運輸株式会社 いわき営業所
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
古河運輸株式会社 いわき営業所
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
有限会社大泉運輸 四倉営業所
日化運輸株式会社 本社営業所
磐城通運株式会社 小名浜支店小名浜製錬営業所
株式会社スカイ運輸 いわき営業所
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
第一貨物株式会社 いわき支店

※「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。

安全性優良事業所

（福島県）

住所
福島県福島市郷野目字上１７－２
福島県福島市黒岩字遠沖１０番地の１
福島県福島市成川字上谷地３０
福島県福島市南矢野目字向原東８－１
福島県福島市南矢野目字高畑２０－１３
福島県福島市南矢野目字桜内３１－３，３１－４
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若狭小屋１４－６
福島県福島市飯坂町平野字南１番地２
福島県福島市北矢野目字原田５８番６
福島県会津若松市インター西１３番２
福島県会津若松市一箕町亀賀郷之原２３２番４
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中沢字平沢１６２－１
福島県会津若松市天神町８８６
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徳力４１
福島県いわき市錦町落合７７番地，１０３番地，１３６
番地２
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町中好間字江添１３
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
福島県いわき市四倉町上仁井田字夕円１５１－４
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渚２４４－１
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蛇並２８－１２
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電話番号
024-546-2231
024-546-2256
024-545-7711
024-552-5340
024-557-2711
024-555-6443
024-534-3740
024-557-2151
024-557-3036
024-555-1121
024-558-5111
0242-22-0544
0242-39-4757
0242-22-4373
0242-22-3356
0242-28-1160
0242-26-0291
0246-63-2361
0246-63-5527
0246-63-2043
0246-36-1088
0246-36-6124
0246-36-3066
0246-78-1690
0246-38-8521
0246-32-7800
0246-54-1311
0246-53-2421
0246-73-8721
0246-58-2472
0246-43-6671
0246-42-3900

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

喜多方市
郡山市

事業所名
矢吹運送有限会社 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
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
マルニチ工運株式会社 本社営業所
いわき大王紙運輸株式会社 本社営業所
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
アートコーポレーション株式会社 いわき支店
株式会社アストモスガスセンター福島 喜多方営業所
結城運輸倉庫株式会社 郡山営業所
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
日通郡山運輸株式会社 郡山南営業所
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
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
株式会社円谷運送店 本社営業所
日本通運株式会社 郡山流通事業所
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
株式会社大崎 郡山
只見郵便運送有限会社 郡山営業所
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
三愛ロジスティクス株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 郡山山根支店
日本通運株式会社 郡山航空貨物センター
日本梱包運輸倉庫株式会社 郡山営業所

※「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１－５２
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高見坪３６－２
福島県いわき市南台４丁目３－５
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
福島県いわき市平中神谷字苅萱６２－５
福島県喜多方市豊川町高堂太字堂畑１４２９番地１
福島県郡山市安積３－１６４
福島県郡山市安積３丁目２８６番地
福島県郡山市安積四丁目３０１番地１
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柴宮東８－１
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２－２８
福島県郡山市喜久田町卸２－９
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二丁目１８番１
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上追池１
福島県郡山市山根町２－２５
福島県郡山市大槻町字向原２０１、２０２
福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下１－５
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電話番号
0246-38-6341
0246-75-0688
0246-56-0572
0246-56-7647
0246-56-6077
0246-56-6161
0246-56-2771
0246-56-0559
0246-62-1126
080-5068-0141
0246-35-0765
0246-25-0123
0241-24-2500
024-945-1607
024-945-6000
024-945-4700
024-943-3090
024-947-7275
024-944-0123
024-942-9351
080-6699-7664
024-959-6707
024-959-6711
024-959-6380
024-959-6660
024-959-6680
024-959-2115
024-959-3750
024-973-5244
024-963-1222
024-959-2645
024-959-1137
024-923-7082
024-962-9321
024-943-1382

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
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
石川運送株式会社 本社営業所
會津通運株式会社 郡山営業所

白河市

須賀川市

福島中央貨物自動車運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福島主管支店
郡東エクスプレス株式会社 本社
二葉運送株式会社 郡山営業所
有限会社郡山燃料輸送 本社営業所
郡山第一運送株式会社 本社営業所
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
岩代運送株式会社 本社営業所
安立運輸株式会社 郡山営業所
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
株式会社円谷運送店 白河営業所
幸栄運輸株式会社 須賀川営業所
須賀川陸運株式会社 本社営業部
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
川合運輸株式会社 本社営業所

相馬市
伊達市
田村市

二本松市

日本郵便株式会社 須賀川郵便局
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
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
有限会社サエキ輸送 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
株式会社北海興業 本社営業所
東北西濃運輸株式会社 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
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孫右エ門平８６番地の１
福島県郡山市田村町上行合字北川田２９－２、３０－
１、３０－２
福島県郡山市日和田町高倉字古川４－６
福島県郡山市日和田町高倉字古川４－８
福島県郡山市日和田町高倉字荒田２３
福島県郡山市日和田町高倉字寺田２－２
福島県郡山市日和田町字鶴見担４０－２２
福島県郡山市熱海町長橋沼ノ沢１－１０９
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深田１９
福島県郡山市富久山町福原字大塚４番１号
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
福島県白河市北裏６－２
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７０
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９９、９８－３、１００－１、１
００－５
福島県須賀川市上北町１－１１
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
福島県伊達市岡沼９４－２
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
福島県田村市滝根町菅谷字糠塚前４９－１
福島県二本松市渋川字下黒沼５５
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電話番号
024-944-1196
024-944-0655
024-942-6644
024-941-6250
024-958-3302
024-958-5198
024-958-4606
024-958-5566
024-958-4537
024-984-1331
024-943-0930
024-944-5894
024-944-1246
024-991-7227
0248-21-1335
0248-34-2685
0248-22-9157
0248-75-6269
0248-76-5117
0248-72-8641
0248-72-1166
0248-76-7578
0248-75-2500
0248-63-9960
0248-65-2381
0248-75-0680
080-5044-3535
0244-35-2071
024-583-5781
0247-61-2231
080-5068-1403
0247-82-0725
0247-78-3795
0243-53-2024

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

南相馬市

事業所名
株式会社籠島運輸倉庫 本社営業所
ダイセーロジスティクス株式会社 福島営業所
高橋運輸興業株式会社 福島営業所
双葉運輸株式会社 南相馬営業所
昭和運輸株式会社 本社営業所
株式会社ショウワ・トランスポート 本社営業所
有限会社福島運輸 本社営業所

本宮市

安達郡
石川郡

佐川急便株式会社 相馬営業所
吉川運輸株式会社 福島営業所
名糖運輸株式会社 福島物流センター
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
大虎運輸東北株式会社 福島支店
関東運輸株式会社 福島営業所
株式会社トランス・グリップ 福島営業所
福島ロジネット株式会社 本社営業所
大和物流株式会社 福島営業所
エムケー物流株式会社 本社
株式会社共栄 本宮営業所
有限会社玉川運送 本社営業所
株式会社大崎 古殿営業所
ＡＣＴライナー株式会社 福島出張所

河沼郡

伊達郡

西白河郡

有限会社小瀧運送店 本社営業所
株式会社中村建運 会津営業所
マルコー・トランスポート株式会社 福島営業所
株式会社福島北桑運輸 本社営業所
ツカサ運輸株式会社 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
川俣貨物株式会社 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
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

※「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

福島県二本松市渋川赤木内６５，６６
福島県二本松市赤井沢９３－２、９３－１、９８－２
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金沢字堤下３９９－１２
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雫字聖下２５９－２
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大字南柚木字相馬清水１８２－４
福島県本宮市関下字東原２９－２
福島県本宮市荒井下原１番地

0243-53-2141
0243-23-5570
0243-61-3292
0244-24-5175
0244-24-1521
0244-25-3877

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３４－１
福島県本宮市荒井字青田原２０９番８
福島県本宮市荒井字北の内６０－１１
福島県本宮市本宮字栄田１０６番
福島県本宮市本宮字名郷１２－３
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玉井字矢ノ花２３０番地
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牛川字砂田５４７－１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字弥五畑３５０－１
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字妻田１番地の５
福島県伊達郡国見町大字山崎字柴崎１－６
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大字鶴沢字伊豆後１２－１０
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番４

0243-63-5065
0243-24-1180
0243-34-2340
0243-63-0036
0243-33-4411
0243-34-2153
0243-34-3435
0247-57-3401
0247-53-3526
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0244-46-4072
0244-46-5839
0243-68-3033
0243-36-2745

0247-26-5060
0242-83-3200
0242-83-4566
0242-85-7246
024-582-6621
024-585-1981
024-585-5787
024-586-2243
024-566-3311
080-5044-3508
0248-25-3960
0248-25-7355
0248-25-7545

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

東白川郡
南会津郡

事業所名
有限会社高重自動車運輸 本社営業所
有限会社小針運送 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 会津田島支店
株式会社ユミタ運輸 本社（営業所）
一宮運輸株式会社 会津営業所

※「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
福島県西白河町矢吹町白山７７０－１
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１４６－２
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字瀬々川４７０９－１
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電話番号
0248-52-2827
0248-45-2006
0247-23-0225
0241-62-3740
0241-62-2477
0242-73-2226

主な輸送品目（任意掲載）

