貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
静岡市

事業所名
鯨陽陸運有限会社 本社営業所
株式会社ロジパルエクスプレス 静岡営業所
竜爪運輸株式会社 本社営業所
株式会社エスラインギフ 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡麻機支店
丸百運送株式会社 静岡流通センター営業所
浜名梱包輸送株式会社 静岡東営業所
日本郵便輸送株式会社 静岡営業所
今村運送有限会社 本社営業所
青山建設運輸有限会社 本社営業所
駿遠自動車株式会社 静岡営業所
株式会社引越社 静岡東営業所
有限会社望栄 静岡営業所
日軽物流株式会社 静岡営業所
株式会社スタイロジャパン静岡 本社営業所
株式会社引越社 静岡西営業所
第一貨物株式会社 静岡支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 静岡営業所
原川倉庫運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 静岡コンテナ課
トナミ首都圏物流株式会社 静岡営業所
株式会社芦川商運 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 静岡営業所
株式会社サカイ引越センター 静岡支社
株式会社ジェイエイしみずサービス 本社営業所
柏栄トランス株式会社 本社営業所
駿河流通株式会社 本社営業所
アオキトラック運輸株式会社 本社営業所
日軽物流株式会社 ケミカル営業所
日軽物流株式会社 蒲原営業所
株式会社渡辺産業 本社営業所
中部陸運株式会社 蒲原営業所

※「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

（静岡県）

住所
静岡県静岡市葵区下字新田１２３０－１
静岡県静岡市葵区古庄２丁目２０－３８
静岡県静岡市葵区上土２丁目１９－１９
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２３６２番地
静岡県静岡市葵区有永字前田４－５
静岡県静岡市葵区流通センター１－１（静岡市流通セン
ター１５２－１）
静岡県静岡市葵区流通センター１４番地の３
静岡県静岡市駿河区恩田原１番６
静岡県静岡市駿河区下川原２－３０－５
静岡県静岡市駿河区下川原３－２５－１７
静岡県静岡市駿河区下島３４１－１
静岡県静岡市駿河区下島字向屋敷３８９－２
静岡県静岡市駿河区宮竹２丁目１７番１６号
静岡県静岡市駿河区曲金３丁目２－１
静岡県静岡市駿河区栗原１８－９
静岡県静岡市駿河区高松字高松１９９５
静岡県静岡市駿河区小坂一丁目７９番
静岡県静岡市駿河区聖一色字八反田８１－１
静岡県静岡市駿河区西島字光免２３９－１
静岡県静岡市駿河区池田字大黒坪３４６
静岡県静岡市駿河区中島１１７５－１
静岡県静岡市駿河区中島１３０９－１
静岡県静岡市駿河区中島２４９－１
静岡県静岡市駿河区中島４６２番地２
静岡県静岡市清水区庵原町１－１
静岡県静岡市清水区庵原町１４４－７
静岡県静岡市清水区庵原町字小路１４７７－２
静岡県静岡市清水区横砂御林脇４０８－１８
静岡県静岡市清水区蒲原５６３５－８
静岡県静岡市清水区蒲原字長堰堤外９３－１
静岡県静岡市清水区蒲原新田２－２６－６
静岡県静岡市清水区蒲原東２１０
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電話番号
054-206-1955
054-686-0070
054-262-0991
054-278-1861
080-5043-4019
054-263-3047
054-267-2566
054-285-8271
054-259-5982
054-259-3704
054-238-1120
054-238-2789
054-238-8670
054-289-2918
054-261-3456
054-238-2002
054-259-0191
054-264-0331
054-238-8555
054-262-1122
054-280-3829
054-284-7181
054-286-0123
054-280-1141
054-367-3226
054-366-2276
054-366-8400
054-364-1507
054-385-4421
054-388-3161
054-388-2564
054-388-3111

H27.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
鈴與自動車運送株式会社 清水支店
徳三運輸倉庫株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 清水三保支店
株式会社ロジ・クリエイト 本社営業所
三和運輸株式会社 本社営業所
株式会社Ｊ－サービス 本社営業所
新光運輸株式会社 清水営業所
清水運送株式会社 本社営業所
ブルーエキスプレス株式会社 清水営業所
中部日立物流サービス株式会社 清水輸送営業所

伊豆市
伊東市
磐田市

菱倉運輸株式会社 静岡支店
愛知陸運株式会社 静岡営業所
佐川急便株式会社 静岡営業所
丸徳運送株式会社 本社営業所
庵原運送有限会社 本社営業所
株式会社ティー・アール・エス 本社営業所
清水自動車運輸株式会社 本社営業所
有限会社ポートスターエクスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 清水長崎支店
株式会社タキトラフィック 清水営業所
株式会社アサヒセキュリティ 静岡営業所
富士宮牛乳運輸株式会社 清水営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 伊豆営業所
ヤマト運輸株式会社 伊東支店
原川倉庫運輸株式会社 伊東営業所
エージーエス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 磐田豊田支店
田地川運送株式会社 本社営業所
翔運輸株式会社 竜洋営業所
株式会社トランスポート・オオスギ 本社営業所
有限会社豊和興業 本社営業所
株式会社ケー 磐田支店

※「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
静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５－５１
静岡県静岡市清水区興津中町９８５番地３、４
静岡県静岡市清水区駒越西２－２８２２－８、２８２２
－３
静岡県静岡市清水区高橋６丁目１－１
静岡県静岡市清水区三保３８１６－２
静岡県静岡市清水区新港町２番地
静岡県静岡市清水区袖師町５１２番地の１
静岡県静岡市清水区袖師町字西浜１６１９（代表），１
６０２－３，１６７６－２，１６７６－３，１６７７
静岡県静岡市清水区袖師町字飛島１９７４－９
静岡県静岡市清水区長崎字大池６１－５、６１－９、６
２
静岡県静岡市清水区長崎字大池６７－７、６７－８
静岡県静岡市清水区長崎新田４７８番地
静岡県静岡市清水区鳥坂２０４
静岡県静岡市清水区鳥坂６４７－１
静岡県静岡市清水区天神２丁目１８
静岡県静岡市清水区島崎町１７３－３
静岡県静岡市清水区南岡町９－３
静岡県静岡市清水区楠２６４番地の１
静岡県静岡市清水区半左ヱ門ビクニ１３６－１
静岡県静岡市清水区半左衛門新田字ビクニ１６７－１
静岡県静岡市清水区北脇新田字高木３５９番地１
静岡県静岡市清水区堀込字五百地５８０－１
静岡県伊豆市八幡７２３－１
静岡県伊東市岡字藤曲１３００－１、２、４
静岡県伊東市荻６６１－５
静岡県磐田市加茂１４６－１
静岡県磐田市加茂８２番１
静岡県磐田市海老島３８－３
静岡県磐田市駒場字流作新田７１１０
静岡県磐田市見付字美登里１９７０－１，－１０
静岡県磐田市見付字美登里４７６７番地－２８
静岡県磐田市合代島字源内１１６３
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電話番号
054-369-2281
054-369-1170
080-5043-4029
054-364-7650
054-334-1728
054-351-2820
054-363-0832
054-364-2555
054-371-1800
054-348-0455
054-345-0751
054-349-7171
054-344-0111
054-345-1120
054-364-3108
054-354-1237
054-352-1012
054-349-7788
080-5043-3924
054-346-5392
054-344-7213
054-345-8934
0558-83-3430
080-5043-4132
0557-36-5060
0538-36-2339
0538-39-2351
0538-66-4131
0538-59-3231
0538-35-4121
0538-35-5591
0539-62-5945

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

掛川市

御前崎市

菊川市

湖西市

御殿場市

事業所名
株式会社遠州急行 本社営業所
ワーレックス株式会社 浜松営業所
杉崎運輸株式会社 浜松営業所
中遠運輸株式会社 磐田事業所
ヤマト運輸株式会社 磐田福田センター
有限会社一隆運送 本社営業所
株式会社マツイ 本社営業所
株式会社竜洋運輸 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 掛川支店
浜松運送株式会社 掛川営業所
豊橋港陸運株式会社 大東営業所
株式会社サンワネッツ 掛川営業所
翔運輸株式会社 掛川営業所
遠州西濃運輸株式会社 掛川支店
ヤマト運輸株式会社 掛川千羽支店
駿遠運送株式会社 南大坂営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 静岡大東営業所
遠江運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 掛川大東支店
松浦梱包輸送株式会社 本社営業所
有限会社浜運物流サービス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 掛川領家支店
株式会社シージーエス 静岡営業所
御前崎物流株式会社 本社営業所
青葉総業有限会社 本社営業所
センコーエーラインアマノ株式会社 掛川営業所
センコー株式会社 静岡ハウス営業所
遠州運輸株式会社 本社営業所
入出運送株式会社 本社
松浦梱包輸送株式会社 湖西営業所
遠州トラック株式会社 湖西営業所
翔運輸株式会社 御殿場営業所
愛知陸運株式会社 御殿場営業所
株式会社金羊社ロジテム 御殿場営業所

※「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
静岡県磐田市上岡田６１２－２
静岡県磐田市上万能５２８
静岡県磐田市上野部字村前５０５－１６
静岡県磐田市大久保４７３－１
静岡県磐田市福田字村前４６８６－１
静岡県磐田市福田中島１９３
静岡県磐田市明ヶ島原４６－１２
静岡県磐田市竜洋稗原１２－１
静岡県掛川市伊達方字新田９２０－１
静岡県掛川市岡津２９５－１
静岡県掛川市海戸４６８番地１
静岡県掛川市光陽２０６
静岡県掛川市光陽２１０
静岡県掛川市成滝４０１－１
静岡県掛川市千羽字往還南６番地２
静岡県掛川市大坂１４５９
静岡県掛川市大坂６４８０
静岡県掛川市大池字十ノ坪２７９８－１０
静岡県掛川市大渕字岡原１３２１４－１
静岡県掛川市梅橋３５１－１
静岡県掛川市領家字吉詰１０１９番地の１
静岡県掛川市領家字梅田１４６１－１，他７筆
静岡県御前崎市御前崎６－１２
静岡県御前崎市港６１２９－１
静岡県御前崎市新野字木ヶ谷２４６番地の１
静岡県菊川市河東３６８２－１ 積水ハウス株式会社菊
川外装センター内
静岡県菊川市大石１０１５－１
静岡県菊川市中内田字御門前１００８
静岡県湖西市新居町中之郷２８５０－１
静岡県湖西市白須賀３９８５－３０８３
静岡県湖西市白須賀字宿北６２７３
静岡県御殿場市竃字道下１９４７－４
静岡県御殿場市神山字大野原１９２５－１２１、－１６
２６
静岡県御殿場市神場２－１
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電話番号
0538-34-3105
0538-35-0811
0539-62-6750
0538-38-6300
080-5045-9997
0538-55-3032
0538-35-6684
0538-66-8290
0537-27-0433
0537-23-7777
0537-28-8171
0537-62-2460
0537-62-0117
0537-22-5265
080-5531-7056
0537-72-2431
0537-72-7444
0537-23-3322
0537-48-3157
0537-24-1811
0537-23-0200
080-6698-9810
0548-63-5448
0548-63-2333
0537-86-7812
0537-73-8855
0537-73-1400
0537-36-1811
053-574-2161
053-573-3033
053-579-1990
0550-89-3600
0550-87-7212
03-3750-8921

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
島田市

下田市
沼津市

浜松市

事業所名
柘運送株式会社 静岡営業所
望月運輸株式会社 本社営業所
水谷運輸株式会社 本社営業所
東海ロジテク株式会社 本社営業所
和泉陸運有限会社 本社営業所
株式会社東成流通サービス 本社営業所
県南運輸株式会社 沼津営業所
株式会社ＮＫトランス 沼津営業所
株式会社サカイ引越センター 沼津支社
東新運輸株式会社 本社営業所
佐藤運輸株式会社 本社営業所
富島運輸株式会社 沼津物流センター
川口運輸株式会社 本社営業所
株式会社スズケイ 東部営業所
翔運輸株式会社 沼津営業所
有限会社望栄 沼津営業所
三光運輸株式会社 本社営業所
沼津協栄運輸有限会社 本社営業所
和泉陸運有限会社 沼津営業所
遠州トラック株式会社 浜松事業部
株式会社サンワネッツ 浜松営業所
株式会社コトー 本社営業所
マルク運輸株式会社 桜台営業所
株式会社丸吉運送 本社営業所
有限会社豊和興業 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松葵西支店
株式会社ギオン 浜松ステーション
八洲輸送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 浜松営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 浜松営業所
株式会社静岡運送 浜松城北営業所
日本郵便株式会社 浜松西郵便局ゆうパック分室
株式会社スワロー物流浜松 本社営業所
東京納品代行株式会社 浜松センター

※「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
静岡県島田市往還下土地区画整理事業仮換地２６街区符
号４－５
静岡県島田市横井２－２６－１５
静岡県島田市横岡新田３２２－１
静岡県島田市牛尾９７０－３０
静岡県下田市加増野字芝崎１１０－１
静岡県沼津市岡宮１２８１－３
静岡県沼津市岡宮字小女郎山１２６６－１
静岡県沼津市原２６７４－１２
静岡県沼津市新沢田町９－２１
静岡県沼津市西沢田３１－１
静岡県沼津市西添町２１－４
静岡県沼津市双葉町９番１１－１０
静岡県沼津市足高字尾上２３２－４８
静岡県沼津市足高字尾上２７６－３０
静岡県沼津市大岡字西下耕地２７７５
静岡県沼津市大諏訪字寺田町５２１番地の３
静岡県沼津市鳥谷字広町９２－２
静岡県沼津市東椎路字春ノ木６１７－１
静岡県沼津市柳沢７９５番地の２
静岡県浜松市西区湖東町５７２０
静岡県浜松市西区湖東町字東原１９７０－７
静岡県浜松市西区湖東町字南原３５０６番１
静岡県浜松市西区桜台５丁目１０８－８
静岡県浜松市西区神ヶ谷町９１６２－８
静岡県浜松市西区大人見町字上向き２８７－１
静岡県浜松市中区葵西６丁目７０４－１
静岡県浜松市中区高丘西１丁目５－２９
静岡県浜松市中区高丘西４－１７－１８
静岡県浜松市中区高丘西４－７－２２
静岡県浜松市中区高丘東２丁目７－１
静岡県浜松市中区城北３丁目３番８号
静岡県浜松市中区神田町字橋下１２２３
静岡県浜松市中区神田町字鳥居松３８０番地
静岡県浜松市中区西浅田２－９－５
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電話番号
0547-46-4191
0547-35-5171
0547-46-3457
0547-45-2098
0558-28-0038
055-924-7515
055-941-8001
055-969-2800
055-929-6615
055-921-4037
055-966-1891
055-924-0808
055-923-2000
055-923-0468
055-921-7338
055-955-8971
055-967-1610
055-920-2911
055-968-7488
053-486-1111
053-486-6060
053-486-0888
053-414-5020
053-485-5864
053-485-6270
053-414-0226
053-438-2639
053-437-4807
053-436-2225
053-436-2331
053-472-2019
053-477-0550
053-441-1950
053-441-5055

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
ヤマト運輸株式会社 浜松早出センター
遠州西濃運輸株式会社 浜松支店
浜松倉庫株式会社 本社営業所
トランコムＤＳ株式会社 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松天竜センター
株式会社廣川運送 静岡営業所
アートコーポレーション株式会社 浜松支店
有限会社浜運物流サービス 浜松営業所
浜松運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松下石田支店
両備トランスポート株式会社 静岡営業所
名糖運輸株式会社 浜松営業所
アーイカーゴ有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松原島支店
株式会社スマイル 運輸事業所
福山通運株式会社 浜松支店
浜重機アシスト株式会社 本社営業所
株式会社スズケイ 本社営業所
浜松陸運株式会社 中里営業所
綜合警備保障株式会社 浜松支社 浜松警送支店
浜名梱包輸送株式会社 浜松営業所
濃飛倉庫運輸株式会社 浜松営業所
株式会社トランスポート・セイブ 本社営業所
株式会社ダイコー商運 本社営業所
中倉陸運株式会社 浜松営業所
名鉄急配株式会社 浜松支店
セイノースーパーエクスプレス株式会社 浜松西支店
株式会社引越社 浜松西支店
株式会社引越社 浜松東支店
トナミ運輸株式会社 浜松支店
ピアノ運送株式会社 浜松支店
名鉄ゴールデン航空株式会社 浜松営業所
エテルナ運送株式会社 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 浜松南営業所
株式会社ハマキョウレックス 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
静岡県浜松市中区早出町２２５－１２
静岡県浜松市中区中央２丁目６－５
静岡県浜松市中区中央三丁目８番３５号
静岡県浜松市中区板屋町１１１－２
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵字札木１４２－１
静岡県浜松市東区下石田町１１５５－１
静岡県浜松市東区下石田町１８５０－４，１８５０－１
静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１０３８番地の１
静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１０５３
静岡県浜松市東区下石田町字中芝間１１２７－６
静岡県浜松市東区笠井上町６９－５
静岡県浜松市東区丸塚町２０３，２０４
静岡県浜松市東区貴平町字道竜７０
静岡県浜松市東区原島町字中柳５５１番地１
静岡県浜松市東区市野町１２３１－２
静岡県浜松市東区上石田町字下八ッ枝８８８－１
静岡県浜松市東区西ヶ崎町字ナカ９１０－１
静岡県浜松市東区中田町４４６
静岡県浜松市東区中里町字堺東３６８
静岡県浜松市東区天竜川町９６３
静岡県浜松市東区白鳥町字吉添４９８－１
静岡県浜松市東区白鳥町字境１７８－１
静岡県浜松市東区白鳥町字境７０－２
静岡県浜松市東区白鳥町字松下３０９番地
静岡県浜松市東区白鳥町字松下３１１
静岡県浜松市東区白鳥町字松下４２３
静岡県浜松市東区半田山６丁目１９－１
静岡県浜松市東区北島町９２１
静岡県浜松市東区北島町９２７－１
静岡県浜松市東区流通元町１－１
静岡県浜松市東区流通元町１５－３
静岡県浜松市東区流通元町１８－１
静岡県浜松市東区和田町２２６－４
静岡県浜松市南区卸本町５９
静岡県浜松市南区寺脇町字北方１７０１－１
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電話番号
053-411-9281
053-421-6471
053-453-0151
090-1456-5673
0539-22-0611
053-423-3955
053-422-0123
053-422-0666
053-421-7777
053-422-8712
053-432-8822
053-411-6833
053-433-1800
080-6699-4777
053-545-4016
053-434-2000
053-433-8985
053-464-1531
053-589-3611
053-422-7039
053-433-1110
053-421-5211
053-422-2321
053-422-5511
053-422-6008
053-422-0500
053-431-0300
053-422-2626
053-421-2626
053-421-6151
053-422-0871
053-421-7518
053-463-1367
053-444-1100
053-444-0051

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

袋井市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 浜松篠原支店
南星キャリックス株式会社 浜松営業所
浜松定温輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松飯田支店
センコー株式会社 浜松ＰＤセンター
有限会社モリタエクスプレス 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松小松支店
株式会社アオシマ 本社営業所
有限会社浜北ロジステック 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 竜南営業所
浜名運輸株式会社 本社営業所
駿遠運送株式会社 浜松支店
ヤマト運輸株式会社 浜松初生支店
都田運送有限会社 本社営業所
フジセーレック株式会社 本社営業所
大和運送株式会社 静岡営業所
平野カーゴ株式会社 静岡営業所
大和物流株式会社 袋井営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 袋井営業所
明治ロジテック株式会社 袋井営業所
株式会社スリーエス物流 袋井営業所
鴻池運輸株式会社 袋井流通センター営業所
此花運輸株式会社 袋井営業所
アクト物流株式会社 本社
油屋運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 袋井浅羽支店
有限会社太洋運輸サービス 本社営業所
福山通運株式会社 袋井支店
株式会社アイ・エス・ライン 本社営業所
株式会社まるあ 中遠事業所
駿遠運送株式会社 袋井営業所
株式会社イワタ輸送センター 本社営業所
日本梱包運輸倉庫株式会社 袋井営業所
港トラック運送株式会社 袋井営業所
遠州トラック株式会社 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
静岡県浜松市南区小沢渡町字村北１３１４番
静岡県浜松市南区新橋町字浜新田２４８３－１
静岡県浜松市南区中田島町字本田１７２
静岡県浜松市南区飯田字開戸４４９－１
静岡県浜松市南区米津町２６５８
静岡県浜松市浜北区宮口字本通４８３１－２１２
静岡県浜松市浜北区小松１６３７番
静岡県浜松市浜北区尾野７５
静岡県浜松市浜北区竜南５２１
静岡県浜松市浜北区竜南５２５
静岡県浜松市北区根洗町字南１３５７
静岡県浜松市北区細江町三和９３－１
静岡県浜松市北区初生町字初生３７５－１
静岡県浜松市北区都田町字嫁田６４７２－１
静岡県袋井市広岡字隅田１４９７－１
静岡県袋井市国本１３１０－１
静岡県袋井市国本２３９－４
静岡県袋井市国本字溝地８８３－２
静岡県袋井市国本字大坪２７４３－１－２
静岡県袋井市山科字川井田２４３４－１
静岡県袋井市山科字池ノ谷２４４０－１
静岡県袋井市小山１５３－１
静岡県袋井市小山字一丁田１５３－１
静岡県袋井市新池１１０３番地の８
静岡県袋井市西同笠６５－１
静岡県袋井市浅名字村東９０６－１
静岡県袋井市浅名字天岳寺１８６４－５
静岡県袋井市土橋字孝二郎６０－１
静岡県袋井市東同笠字流７８５－１
静岡県袋井市梅山１７４４
静岡県袋井市堀越５１８－４
静岡県袋井市堀越字駒木４３８－１
静岡県袋井市堀越字長面５５０－１
静岡県袋井市湊６１０
静岡県袋井市木原字下水洗２２－１
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電話番号
053-445-2970
053-441-8858
053-441-7160
053-465-5431
053-444-2511
053-582-1810
053-584-4755
053-589-8037
053-585-3660
053-587-1150
053-436-5022
053-522-1160
053-436-7622
053-428-2129
0538-43-3585
0538-42-7704
0538-42-9480
0538-42-1258
0538-44-1700
0538-45-2333
0538-43-8180
0538-41-3617
080-8301-3204
0538-41-3739
0538-23-3332
0538-30-0355
0538-30-4333
0538-42-3191
0538-30-4040
0538-23-2231
0538-42-4161
0538-42-0137
0538-42-6181
0538-23-0313
0538-45-1111

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
藤枝市

富士市

事業所名
株式会社サンワネッツ 木原営業所
ヤマコー・テクノ流通株式会社 本社営業所
有限会社東海流通運輸 本社営業所
松葉倉庫運輸株式会社 本社営業所
セイノ―スーパーエクスプレス株式会社 藤枝営業所
ヤマト運輸株式会社 藤枝仮宿センター
株式会社ロジネットサポート 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 藤枝営業所
駿遠運送株式会社 藤枝支店
協立運送株式会社 本社営業所
株式会社ロジテムツムラ 本社営業所
鴻池運輸株式会社 静岡定温流通センター営業所
昌南運輸有限会社 本社営業所
北勢運送株式会社 富士営業所
松井運輸有限会社 本社営業所
日本通運株式会社 富士航空貨物センター
日本通運株式会社 富士支店コンテナ課
東海運輸株式会社 本社営業所
富士トラック株式会社 本社営業所
株式会社大村総業 富士営業所
ヤマト運輸株式会社 富士鷹岡センター
株式会社辰巳商会 富士営業所
遠州トラック株式会社 富士営業所
日本ルートサービス株式会社 富士事業所
株式会社羽衣運輸 本社営業所
株式会社バンテックセントラル 富士営業所
森洋運輸株式会社 富士営業所
東部ネットワーク株式会社 静岡営業所
鈴木運輸倉庫株式会社 本社営業所
つばめ運輸株式会社 本社営業所
勝陽運輸有限会社 本社営業所
株式会社ヨシノロジコ 本社営業所
センコー株式会社 富士営業所
ワーレックス株式会社 富士営業所
有限会社リージョナルサービス 本社

※「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
静岡県袋井市木原字角田５２１－１
静岡県藤枝市岡部町岡部１４５７－１
静岡県藤枝市下当間３８９番地の１
静岡県藤枝市下当間６４５
静岡県藤枝市下当間６６５－１
静岡県藤枝市仮宿字清水１１５３番１
静岡県藤枝市上薮田字フジハ１１３番地の２４
静岡県藤枝市善左衛門２丁目１番地の７
静岡県藤枝市大新島７５７
静岡県藤枝市大西町３丁目２３－９
静岡県藤枝市谷稲葉字柳坪１５７－１
静岡県藤枝市八幡字半名返６４０番２
静岡県富士市依田橋字芝添３３６－１
静岡県富士市依田橋字芝添３３８－２
静岡県富士市依田橋字田中１３７番地の１
静岡県富士市瓜島町２６－１
静岡県富士市下横割字本田堀内南３４－２地先無番地
静岡県富士市宮下字元富士２５５－２
静岡県富士市五貫島１４１４
静岡県富士市五貫島８６６－３
静岡県富士市厚原字溝下１０８－１
静岡県富士市厚原字八反田２１６－１
静岡県富士市今井４３８－２
静岡県富士市今泉５００番地の１
静岡県富士市今泉字花ノ木６１９－１
静岡県富士市今泉字花の木６４５番地１
静岡県富士市今泉字高尾奈４９６－１
静岡県富士市今泉字三条３３１－１
静岡県富士市松岡１３５２－６
静岡県富士市松岡字水戸島道北１１７４－１７
静岡県富士市新橋町６－５
静岡県富士市青島字仏原前２３２－３
静岡県富士市前田字広町１３５－１
静岡県富士市大渕２４５９
静岡県富士市大渕３６８５番地の１
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電話番号
0538-43-4528
054-667-3555
054-644-9373
054-644-2111
054-643-2711
054-647-3566
054-638-5792
054-634-1510
054-635-3121
054-635-2543
054-643-3886
054-643-4321
0545-32-1973
0545-32-2676
0545-53-5856
0545-53-1080
0545-63-1631
0545-61-3069
0545-65-7333
0545-61-3393
080-5043-4213
0545-71-3917
0545-31-1211
0545-51-8660
0545-32-8851
0545-52-5082
0545-51-5550
0545-53-7817
0545-61-2938
0545-33-3800
0545-38-1629
0545-51-2277
0545-61-3000
0545-35-3601
0545-73-0777

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富士宮市
牧之原市

三島市

焼津市

事業所名
中部日立物流サービス株式会社 静岡東営業所
東海造船運輸株式会社 富士営業所
花村運送株式会社 富士営業所
日本図書輸送株式会社 富士営業所
福山通運株式会社 富士営業所
山陽自動車運送株式会社 富士営業所
マルタケ運輸株式会社 富士営業所
サカエ運輸有限会社 富士営業所
ミナト流通サービス株式会社 富士営業所
トナミ運輸株式会社 富士支店
東栄運輸株式会社 本社営業所
友田運送株式会社 本社営業所
ほてい運輸株式会社 本社営業所
東光運輸株式会社 本社営業所
トールエクスプレスジャパン株式会社 富士支店
京極運輸商事株式会社 富士営業所
東洋陸運株式会社 富士営業所
名正運輸株式会社 牧之原営業所
大豊物流株式会社 本社営業所
城北運輸株式会社 榛南営業所
駿遠運送株式会社 牧之原営業所
ヤマト運輸株式会社 牧之原榛原センター
株式会社ＳＡＷＡＤＡ 牧之原営業所
株式会社丸中 本社営業所
東静運送株式会社 本社営業所
カンナナ流通運輸株式会社 静岡営業所
駿豆通運倉庫株式会社 本社営業所
有限会社岩﨑運送 本社営業所
名鉄運輸株式会社 静岡西支店
日本梱包運輸倉庫株式会社 焼津営業所
ケイヒン陸運株式会社 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 大井川支店
日本通運株式会社 焼津物流センター
日本郵便株式会社 焼津郵便局
トナミ運輸株式会社 藤枝営業所

※「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
静岡県富士市大渕字城山２２６１番６
静岡県富士市中島７２番地の１
静岡県富士市天間字高屋５８８－４
静岡県富士市伝法字東平２４０７－１３
静岡県富士市田島字窪田７４－１
静岡県富士市島田町１丁目１４３，１４４番地
静岡県富士市島田町２－５２
静岡県富士市島田町２丁目８９
静岡県富士市島田町２丁目９５－１番地
静岡県富士市柏原字大角２９
静岡県富士市比奈字西御堂免３４１－１
静岡県富士市富士岡字上中道４６８－１
静岡県富士市北松野４４２８番地の４
静岡県富士市鈴川西町６２０－３
静岡県富士市蓼原字中割２１４番１
静岡県富士宮市内房字立谷４３８５－１
静岡県富士宮市北山字峯６１６１
静岡県牧之原市布引原９１８－１
静岡県牧之原市細江字整理６０５４－１，６０５４－２
静岡県牧之原市細江字中ヤリ１１２１－８
静岡県牧之原市静波字前浜２２２０－１２６
静岡県牧之原市中字五ノ坪６６５－１
静岡県牧之原市東萩間２２２２－２
静岡県牧之原市白井３５９－１
静岡県三島市三好町１４－２３（三好町２９７－１）
静岡県三島市梅名４４７－６
静岡県三島市八反畑字壱丁田１４４－１
静岡県三島市平田４７－３
静岡県焼津市越後島３２６
静岡県焼津市越後島字越後島４３５
静岡県焼津市高新田５７０番地１
静岡県焼津市宗高字中島１４１６番地２
静岡県焼津市小土字道東５５８－１
静岡県焼津市焼津１丁目４－１
静岡県焼津市相川字道下１２７０番地
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電話番号
0545-37-2211
0545-64-8377
0545-71-2130
0545-51-0363
0545-53-2011
080-4208-9212
0545-55-3955
0545-53-4845
0545-52-5744
0545-32-1710
0545-38-0024
0545-34-3270
0545-85-3111
0545-31-0400
0545-61-1718
0544-65-2311
0544-59-2626
0548-25-5035
0548-22-7714
0548-22-2325
0548-22-4320
0548-24-0511
0548-25-5077
0548-54-1811
055-975-1020
055-982-1026
055-975-6767
055-973-9488
054-626-2111
054-629-2313
054-664-1616
080-6609-31953
054-629-6700
054-628-2682
054-662-1073

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

周智郡

駿東郡

榛原郡

事業所名
株式会社エネックス 中部支店 大井川営業所
株式会社丸橋運送 本社営業所
中部三和物流株式会社 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 静岡支店
平和みらい株式会社 焼津営業所
株式会社八潮産業 本社営業所
森町運送有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 遠州森町センター
株式会社Ｎｅｗｚ 静岡営業所
萬運輸株式会社 御殿場営業所
久保運輸株式会社 静岡営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 富士小山営
業所
優伸運輸株式会社 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット沼津 沼津営業所
東海輸送株式会社 本社営業所
鴻池運輸株式会社 沼津営業所
日本通運株式会社 東レ事業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 沼津東支店
株式会社エーピーネットワーク 本社営業所
佐川急便株式会社 御殿場営業所
ヤマト運輸株式会社 吉田支店
株式会社サンワネッツ 島田営業所
株式会社タキトラフィック 榛南営業所
株式会社まるよ運送 本社営業所
富士運送株式会社 吉田営業所
キユーソーティス株式会社 静岡営業所
望月運輸株式会社 吉田営業所
ヤマト運輸株式会社 川根本町センター

※「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

静岡県焼津市大字利右衛門字地蔵森２７１９－１９
静岡県焼津市田尻字和田２２３５－９
静岡県焼津市八楠２丁目２２番２号
静岡県焼津市八楠４丁目３６－７
静岡県焼津市方ノ上字堀合５０７
静岡県焼津市利右衛門字天王１０３３－１
静岡県周智郡森町向天方８５２番地，８４４
静岡県周智郡森町森字八反田１５３４
静岡県周智郡森町大字城下字向坪７５３－６
静岡県駿東郡小山町大御神字蛇原９０７－３、静岡県駿
東郡小山町大御神字アイノ９０８
静岡県駿東郡小山町棚頭３０５－９

054-664-2888
054-623-2203
054-626-1355
054-620-6570
054-626-1600
054-627-2525
0538-85-2452
080-6604-5231
0538-85-1430

静岡県駿東郡小山町棚頭字中尾１２０６番地の４

0550-78-1339

静岡県駿東郡清水町卸団地６番地
静岡県駿東郡清水町玉川字芝添６１－１１
静岡県駿東郡清水町長沢字北久保田４３
静岡県駿東郡長泉町下土狩字高添４０９－８
静岡県駿東郡長泉町中土狩２５２－１５
静岡県駿東郡長泉町南一色５５６－１
静岡県駿東郡長泉町納米里４５０番１
静岡県駿東郡長泉町納米里廣町４６６－２
静岡県榛原郡吉田町神戸２２００番１０
静岡県榛原郡吉田町神戸字山王１１０２－１
静岡県榛原郡吉田町川尻５４１‐３
静岡県榛原郡吉田町川尻字京田９１２－１
静岡県榛原郡吉田町川尻字川尻提鼻４０３８－５，６，
７
静岡県榛原郡吉田町川尻字大坪１０１９
静岡県榛原郡吉田町片岡字東中瀬１３２－１
静岡県榛原郡川根本町上長尾字梅島下１３２６－３

055-972-8885
055-981-1991
055-975-7290
055-988-0030
055-988-0202
0559-99-1700
055-986-6680
055-988-1990
0548-34-0205
0548-32-0007
0548-28-7266
0548-32-6743
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0550-78-0194
0550-78-1073

0548-32-8236
0548-32-8831
0548-33-1741
0547-56-0900

主な輸送品目（任意掲載）

