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
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
福東運送有限会社 本社営業所
株式会社ミツノリ 輸送センター
株式会社アストモスガスセンター福井 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 南福井現業
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
東亜工運株式会社 本社営業所
株式会社ピーディ 本社営業所
日本通運株式会社 福井支店
株式会社エコマスター 本社営業所
株式会社エコロジス 宿布営業所
台東運輸株式会社 本社営業所
井上流通サービス株式会社 福井営業所
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
日通トランスポート株式会社 福井支店
鳥居運送株式会社 福井営業所
ふくしん総合サービス株式会社 本社営業所
東洋運輸株式会社 福井営業所
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
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

※「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

（福井県）

住所
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
福井県福井市下莇生田町２０－４
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
福井県福井市江端町５字８番地
福井県福井市若栄町２０２番地
福井県福井市重立町２２号１番地
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
福井県福井市上中町２５字縄末８－１
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
福井県福井市浅水二日町１４５字金橋２０番
福井県福井市大町１４字１０８
福井県福井市田原２－５５０１－２
福井県福井市南江守町６９－１
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丁目４番地
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電話番号
0776-38-6620
0776-39-0711
0776-41-2910
0776-20-6150
0776-33-0577
0776-36-8440
0776-33-0234
0776-36-0088
0776-36-5566
0776-36-3701
0776-23-0348
0776-35-0003
0776-52-3346
0776-60-1103
0776-41-4370
0776-41-4360
0776-53-2533
0776-56-8450
0776-53-2107
080-6044-5654
0776-55-1795
0776-38-1500
0776-35-2681
0776-25-8519
0776-60-0700
0776-55-1923
0776-55-2051
0776-85-1514
0776-21-7766
0776-23-4576
0776-24-9481
0776-27-2740

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
あわら市
越前市

事業所名
大島産業物流株式会社 本社営業所
芦原運輸株式会社 本社営業所
中部陸運株式会社 本社営業所
有限会社ホープ 本社営業所
株式会社シンクラン 福井営業所
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
株式会社ホクウン 本社営業所

株式会社ホクウン 奥越営業所
ヤマト運輸株式会社 大野春日センター
佐川急便株式会社 丸岡営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 福井センター
両備トランスポート株式会社 福井営業所
株式会社アストモスガスセンター福井 坂井営業所
株式会社ネギシ 本社営業所
瀧ヶ花運送株式会社 本社営業所
鯖江市
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
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
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
敦賀市
株式会社アストモスガスセンター福井 敦賀営業所
佐川急便株式会社 敦賀営業所
福井貨物自動車株式会社 敦賀支店
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
敦賀セメント運輸株式会社 本社営業所
沢田運送株式会社 本社営業所
新洋福貨ドレージ輸送株式会社 本社営業所
株式会社ホクウン 敦賀営業所
有限会社脇本商事 本社営業所
丹生郡
甲信越福山通運株式会社 敦賀営業所
三方郡
三方上中郡 ヤマト運輸株式会社 三方センター
勝山市
大野市
坂井市

※「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。

住所
福井県福井市渕１３字８
福井県あわら市下番３４字出戸６－２
福井県あわら市菅野７０字１－６
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
福井県勝山市遅羽町蓬生４４－４
福井県大野市春日１６１－５１
福井県坂井市丸岡町小黒６４－１
福井県坂井市丸岡町寅国４－１３
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
福井県坂井市三国町新保９７字港９－１３
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
福井県鯖江市当田町１３字下半田２番１８
福井県敦賀市羽織町１０－１
福井県敦賀市河原町２－２
福井県敦賀市吉河６号五反田１番２
福井県敦賀市古田刈１７号大田１番地１
福井県敦賀市若泉町８号
福井県敦賀市赤崎３８号２３－１
福井県敦賀市泉２－６－１
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
福井県敦賀市莇生野７４号１７番１
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能登野１６－９－１
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電話番号
0776-36-5600
0776-78-5533
0776-73-5008
0778-27-8685
0778-24-0234
0778-21-1800
0778-21-1232
0778-24-3500
0779-87-0700
080-5044-4758
0776-67-3999
0776-67-0007
0776-72-3375
0776-72-3680
0776-82-8272
0778-62-0008
0778-52-5360
0778-52-8876
0778-62-3750
0778-52-5786
0778-62-2999
0770-22-1441
0770-22-3553
0770-22-1001
0770-22-2427
0770-24-2233
0770-23-0665
0770-22-0807
0770-22-5446
0770-21-0031
0770-23-2225
0778-34-5744
0770-32-0292
080-5044-4762

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
吉田郡

事業所名
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
西村升宏 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
0776-61-1000
0776-61-1901
0776-63-4000

主な輸送品目（任意掲載）

