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
新潟運輸株式会社 福井支店
アーク引越センター北陸株式会社 福井営業所
日本通運株式会社 福井警送事業所
福井日通運輸株式会社 南福井営業所
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
石川日通運輸株式会社 福井営業所
株式会社東洋運輸 本社営業所
カネキ運輸株式会社 本社
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
トナミ運輸株式会社 福井支店
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
有限会社東田運輸 本社営業所
株式会社エコテック 福井営業所
ハートランド運輸株式会社 本社営業所
北陸明治運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井西支店
株式会社エフワイ運輸機工 本社営業所
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
北陸齊川運輸株式会社 本社営業所
福井口運送株式会社 本社営業所
パッケージトランス株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福井二の宮センター
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
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

※「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
福井県福井市下六条町３９字１番地２
福井県福井市花堂中１丁目６０７番地
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２丁目３０１－１
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字三角１６
福井県福井市高木１－１１１０
福井県福井市高木中央１－１３０７
福井県福井市今市町１１－７－１
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
福井県福井市若杉浜３－１１１
福井県福井市宿布町１２字４番地
福井県福井市成和１丁目１５１０
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５１６
福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地
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
福井県福井市大畑町６９号５－１
福井県福井市長本町１１０６番地
福井県福井市南居町第８１字上山１番地３３
福井県福井市二の宮５丁目６－１２
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
福井県福井市和田２－１３１６
福井県福井市和田３丁目２０３番地
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電話番号
0776-41-3400
0776-34-3302
0776-33-0210
0776-36-5561
0776-52-2413
0776-53-1353
0776-89-1198
0776-54-5112
0776-54-7480
0776-54-3014
0776-53-2888
0776-38-6222
0776-38-6700
0776-53-3757
0776-36-1325
0776-41-4360
0776-43-0720
0776-54-7766
080-5044-4628
0776-55-1133
0776-35-4540
0776-34-0766
0776-57-8100
0776-54-3178
0776-33-3123
080-6698-4510
0776-33-8100
0776-36-3704
0776-36-5089
0776-23-7000
080-5044-4657
0770-23-0665

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
あわら市
越前市

小浜市
大野市
坂井市

事業所名

住所

坂井運輸株式会社 本社営業所
藤商運輸株式会社 本社
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
福井車輌輸送株式会社 本社営業所
西川輸送株式会社 武生営業所
福井貨物自動車株式会社 武生支店
株式会社北陸油化 本社営業所
日本郵便株式会社 武生郵便局
マルツ運輸株式会社 本社営業所
福井トナミ運輸株式会社 武生通運事業所
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
佐川急便株式会社 大野営業所
岡山県貨物運送株式会社 福井営業所
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
有限会社上田運送 本社営業所
ゼネラル産業有限会社 本社営業所
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
株式会社ツカダ物流 本社営業所
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
野原商事有限会社 本社営業所
美福運送有限会社 本社営業所

鯖江市
敦賀市

大西運輸株式会社 福井営業所
協和産業株式会社 本社営業所
株式会社上組 重量エネルギー輸送事業本部

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４７字南梨木泓２０－１
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
福井県越前市家久町５４－１３－２
福井県越前市家久町５７字１３番１
福井県越前市葛岡町８字１－１
福井県越前市大塩町６２字向山２８－１１
福井県越前市中央１丁目１０－３０
福井県越前市不老町８字峠ノ下１０
福井県越前市矢放町１３号８番地１
福井県小浜市駅前町１９－３０
福井県小浜市遠敷４９号１－１
福井県大野市桜塚町９１４番地
福井県坂井市丸岡町下安田２６字声１５－４
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千田１０－１６－２、１７－４
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福島３１字５７－１
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
福井県坂井市春江町沖布目３７字７－５
福井県坂井市春江町干歩寺３４字１番地４５，１番地４
６
福井県鯖江市神中町２丁目９１２番地
福井県敦賀市関２６号堂ノ前３－１

電話番号
0776-73-1595
0776-77-2625
0778-24-2427
0778-42-7810
0778-21-2166
0778-43-5444
0778-23-7337
0778-23-7771
0778-24-4416
0778-22-0107
0778-42-0888
0778-23-1560
0770-53-1050
0770-56-3932
0776-67-3999
0776-67-6311
0776-67-6171
0776-67-5166
0776-66-2664
0776-68-0777
0776-97-5690
0776-72-1055
0776-67-1880
0776-82-1275
0776-81-3600
0776-51-2899
0776-51-2407
0778-53-2850
0770-24-5107

敦賀事業所 福井県敦賀市沓見１５６号中田１１－１

0770-22-9806

眞和運送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 敦賀郵便局
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

福井県敦賀市沓見６４号白木９－３
福井県敦賀市元町１１－５
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

0770-23-2386
0770-25-1001
0770-22-2851
0770-25-0406

※「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。

2／3 ページ

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名

有限会社ウイングエクスプレス 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
高山運輸株式会社 本社営業所
丹生郡
有限会社大和ロジスティクス 本社営業所
株式会社北都高速運輸倉庫福井 福井営業所
三方上中郡 株式会社若狭輸送 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
福井県敦賀市道口１４号６番地の２
福井県敦賀市莇生野７９号野中５－１
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東内郡二丁目１０４番地
福井県三方上中郡若狭町井ノ口１１号１番地１

3／3 ページ

電話番号
0770-20-1199
0770-25-3356
0778-34-1808
0778-42-7520
0778-34-2556
0770-62-0003

主な輸送品目（任意掲載）

