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
有限会社ワイ・エイチ・エス 本社営業所
静北運輸株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 静岡警送支店
有限会社マーキュリー 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡安西支店
ヤマト運輸株式会社 静岡城北支店
新潟運輸株式会社 静岡支店
ヤマト運輸株式会社 静岡東千代田センター
株式会社千代田商行 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡中央支店
シグマロジスティクス株式会社 静岡営業所
ジェイアール東海物流株式会社 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡安倍口センター
東海造船運輸株式会社 静岡営業所
近物レックス株式会社 静岡支店
名正運輸株式会社 静岡東営業所
日本通運株式会社 静岡航空貨物センター
株式会社静岡運送 本社営業所
松栄運輸株式会社 本社営業所
安倍運輸株式会社 本社営業所
城北運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡敷地センター
ヤマト運輸株式会社 静岡西ベース店
中央急送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡長田支店
有限会社静岡急便 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡国吉田センター
株式会社梅久運輸 本社営業所
株式会社リョーウンエキスプレス 静岡センター
松岡満運輸株式会社 静岡支店
ヤマト運輸株式会社 静岡池田支店
福山エクスプレス株式会社 静岡営業所

※「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。

安全性優良事業所

（静岡県）

住所
静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６
静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷字広畑９１４番６
静岡県静岡市葵区宮前町３２番地
静岡県静岡市葵区沓谷６－７－８
静岡県静岡市葵区若松町７０－７
静岡県静岡市葵区城北字才運３１番１
静岡県静岡市葵区長沼２丁目１０－１５
静岡県静岡市葵区東千代田２丁目６０
静岡県静岡市葵区東千代田３－８－１
静岡県静岡市葵区東町２０－５
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２３５７
静岡県静岡市葵区柚木柳坪２９６－１
静岡県静岡市葵区与左衛門新田字西通３番２
静岡県静岡市葵区流通センター１０番地８
静岡県静岡市葵区流通センター１４番地２
静岡県静岡市葵区流通センター３－３
静岡県静岡市葵区流通センター８番７
静岡県静岡市葵区竜南２丁目３－３９
静岡県静岡市駿河区下島９５－１
静岡県静岡市駿河区丸子１－１０－１９
静岡県静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６９５５－１
静岡県静岡市駿河区宮竹２－１０３
静岡県静岡市駿河区曲金５－５－３０
静岡県静岡市駿河区曲金７丁目２－２４
静岡県静岡市駿河区向敷地字上川原１２０４－１－１，
１２０５－１，１２５９
静岡県静岡市駿河区高松二丁目１４番２号
静岡県静岡市駿河区国吉田１－３１０－８
静岡県静岡市駿河区小坂字赤坂８８６－１
静岡県静岡市駿河区小鹿３丁目１８－１
静岡県静岡市駿河区西脇字莨田４１２－１
静岡県静岡市駿河区池田１４１番２
静岡県静岡市駿河区中島字外面割８５
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電話番号
054-274-1670
054-271-6951
054-262-8682
054-265-3288
080-5043-4087
080-5451-8557
054-261-3556
080-5098-1100
054-261-7175
080-5043-4072
080-5386-1151
054-262-0482
080-5068-2334
054-263-1190
054-261-1121
054-267-6601
054-262-3100
054-247-3119
054-237-3694
054-259-8266
054-256-8005
080-5098-3728
054-285-1131
054-283-3625
050-5043-3952
054-236-0561
080-5043-4020
054-259-2197
054-282-3323
054-288-1555
080-5451-6154
054-281-0411

H28.12.15
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

熱海市

事業所名
福山通運株式会社 静岡支店
佐川急便株式会社 駿河営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡桃園センター
ヤマト運輸株式会社 静岡南安倍センター
株式会社マルシメ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 静岡丸子センター
西濃エキスプレス株式会社 静岡営業所
フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 静岡営業所
日本郵便株式会社 静岡南郵便局
用宗運輸株式会社 本社営業所
清水長崎運輸株式会社 本社営業所
株式会社スズケイ 静岡営業所
浜松運送株式会社 清水営業所
フジ運輸株式会社 本社営業所
コイト運輸株式会社 本社営業所
清勝運輸株式会社 本社営業所
清和トラック輸送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 清水支店
東海弘通株式会社 本社営業所
中央ロジテック株式会社 本社
レンゴーロジスティクス株式会社 清水営業所
和泉運輸株式会社 清水営業所
ヤマト運輸株式会社 清水港町センター
鉄興運輸株式会社 本社
清水長崎運輸株式会社 静岡営業所
徳三運輸倉庫株式会社 清水長崎営業所
有限会社青木産業 本社営業所
西濃運輸株式会社 静岡支店
日本郵便株式会社 清水郵便局
東海輸送株式会社 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 清水興津センター
大阪内外液輸株式会社 清水営業所
中部陸運株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 蒲原由比センター
ヤマト運輸株式会社 熱海支店

※「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
静岡県静岡市駿河区中島字外面割８５
静岡県静岡市駿河区登呂６丁目１７－４５
静岡県静岡市駿河区桃園町７－９
静岡県静岡市駿河区南安倍３－３６１－１
静岡県静岡市駿河区豊田２－９－７
静岡県静岡市駿河区北丸子一丁目１２３８番１
静岡県静岡市駿河区弥生町２－６９
静岡県静岡市駿河区弥生町７９０－１０
静岡県静岡市駿河区有明町２－１０
静岡県静岡市駿河区用宗巴町１－１
静岡県静岡市清水区庵原町１２６２－３２
静岡県静岡市清水区横砂西町９番２０号
静岡県静岡市清水区横砂中町２８－３３
静岡県静岡市清水区横砂本町２３－５
静岡県静岡市清水区吉川８７３
静岡県静岡市清水区宮加三５７８－２
静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５－１７
静岡県静岡市清水区江尻台町８５２－２
静岡県静岡市清水区高橋６－７０９－１
静岡県静岡市清水区三保３８７番地７
静岡県静岡市清水区渋川字原２００
静岡県静岡市清水区清開３－７－４１
静岡県静岡市清水区西大曲町４１２－１
静岡県静岡市清水区村松１－４－４０
静岡県静岡市清水区長崎字堂免２８５－１
静岡県静岡市清水区長崎字堂免３１０
静岡県静岡市清水区鳥坂字丸田４５－１
静岡県静岡市清水区鳥坂字西ノ谷前９６４－１
静岡県静岡市清水区辻１丁目９－２７
静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２１７－４
静岡県静岡市清水区八木間町字法泉寺前６０２－２
静岡県静岡市清水区堀込字５００地５２９－１
静岡県静岡市清水区堀込字立町１－２
静岡県静岡市清水区由比字ヌクイ４３２－１
静岡県熱海市上多賀字森山８５１－１
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電話番号
054-281-0411
054-202-8485
080-5451-6153
080-5045-8523
054-285-3519
080-5098-0524
054-263-1171
054-208-6817
054-283-2362
054-259-4121
054-366-9355
054-368-4555
054-364-7777
054-364-0775
054-345-3016
054-334-2456
054-360-0782
080-6699-6030
054-366-1623
054-337-2025
054-345-1331
0543-35-1430
080-5451-5182
054-335-3131
054-345-8224
054-344-1093
054-346-1468
052-678-4310
054-367-5802
054-347-4828
080-5045-1822
0543-45-2879
054-347-4111
080-5098-3727
080-5043-4145

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

伊豆市

伊東市

磐田市

掛川市

御前崎市

事業所名
有限会社和田 本社営業所
有限会社山口商店 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 伊豆支店
ヤマト運輸株式会社 天城湯ヶ島センター
ヤマト運輸株式会社 西伊豆支店
有限会社トランスポートヤマダ 伊東営業所
ヤマト運輸株式会社 伊東吉田センター
日本郵便株式会社 伊東郵便局
ヤマト運輸株式会社 伊東宇佐美センター
株式会社山栄システム 本社営業所
駿遠運送株式会社 磐田支店
浜昇物流株式会社 本社営業所
株式会社鈴与カーゴネット浜松 本社営業所
日本運輸株式会社 静岡営業所
山庄運輸株式会社 本社営業所
東京高速陸運株式会社 浜松営業所
中央輸送株式会社 浜松営業所
北勢運送株式会社 磐田支店
豊岡協同輸送有限会社 本社営業所
ニシリク株式会社 中部支店
清水長崎運輸株式会社 磐田営業所
新高商運株式会社 本社営業所
株式會社・豊島輸送センター 本社営業所
岩品運送有限会社 本社営業所
徳三運輸倉庫株式会社 竜洋営業所
有限会社日進運輸 本社営業所
浜松興運株式会社 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ 静岡営業所
諸星運輸株式会社 掛川営業所
三笠運輸株式会社 本社営業所
清水長崎運輸株式会社 大須賀営業所
日本郵便株式会社 掛川郵便局
株式会社スギヤマ 本社営業所
トーヨー・ロジテック株式会社 東部営業所
ヤマト運輸株式会社 御前崎浜岡センター

※「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
静岡県熱海市泉元門川字大黒崎２６９番地２８ 他１筆
静岡県熱海市梅園町１２２１－３
静岡県伊豆市熊坂字六地蔵４９９－１，５００－１
静岡県伊豆市湯ヶ島字大原１－６
静岡県伊豆市八木沢字西田１４３８－１
静岡県伊東市荻字辰新田７６４
静岡県伊東市吉田字阿原５９２－３
静岡県伊東市広野１丁目３－３３
静岡県伊東市大字宇佐美字中島１０４８－１
静岡県磐田市加茂１２７５
静岡県磐田市加茂５７１－１
静岡県磐田市掛塚字竜光寺２８３８番地の１
静岡県磐田市岩井字海道原１８８４番地の２
静岡県磐田市岩井字西原１９０７－１１４９
静岡県磐田市宮之一色字折戸４７５－１
静岡県磐田市見付１７２０－１７０
静岡県磐田市見付字桧子ヶ谷１７１５－６
静岡県磐田市向笠西５２９
静岡県磐田市松之木島字柳野２１５４－２
静岡県磐田市上万能字西村１７２－３
静岡県磐田市西貝塚３６３６－３
静岡県磐田市赤池３７５
静岡県磐田市前野３０２０－２
静岡県磐田市大久保字安井谷８９２－１
静岡県磐田市南平松１－３
静岡県磐田市稗原２９－１ 磐田物流センター内
静岡県磐田市豊田西之島字東３２５－１
静岡県掛川市下垂木字道下２４１５
静岡県掛川市光陽２０５
静岡県掛川市成滝字北大門３２８－２
静岡県掛川市西大渕字鱗新田３５２４
静岡県掛川市中央１丁目１７－３
静岡県掛川市中央３－１３０－１
静岡県掛川市領家１５８７－１
静岡県御前崎市池新田字西落合５４２７－２
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電話番号
0557-82-0634
0557-82-0332
080-5043-4120
080-6697-4106
080-5045-8013
0557-38-6085
080-5045-7720
0557-37-3534
080-6604-6235
0538-35-3633
0538-32-2241
0538-66-0205
0538-35-4126
0538-32-7151
0538-35-8665
0538-38-6330
0538-59-0555
0538-34-6245
0539-62-2344
0538-36-7777
0538-37-9648
0538-35-1711
0538-34-5315
0538-38-0734
0538-66-0025
0538-39-5111
0538-34-4624
0537-23-7575
0537-23-1515
0537-24-1515
0537-48-5119
0537-22-6302
0537-24-1722
0537-23-1115
0537-85-8960

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
菊川市

湖西市

御殿場市

島田市

下田市
裾野市

事業所名
東海交易株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 菊川営業所
十和運送株式会社 静岡支店
東海造船運輸株式会社 菊川営業所
ヤマト運輸株式会社 湖西岡崎センター
株式会社加納運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 浜名湖新居支店
杉浦運送株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 湖西営業所
日本陸送株式会社 浜松営業所
株式会社笠子流通 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 御殿場駒門センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 御殿場営業所
朝日ヶ丘運輸株式会社 東富士営業所
日本陸送株式会社 東富士営業所
泰平運輸株式会社 東富士営業所
株式会社静岡サンワ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 御殿場水土野センター
有限会社ロードライン南 本社営業所
有限会社御殿場特車 本社営業所
山岸運送株式会社 本社営業所
静浜トランス株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 島田郵便局
中央輸送株式会社 島田営業所
優伸運輸株式会社 中部営業所
株式会社日之出運輸 静岡支店
中電輸送サービス株式会社 静岡営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 下田営業所
ヤマト運輸株式会社 下田支店
ヤマト運輸株式会社 裾野支店

住所
静岡県御前崎市池新田字南川端８８２７
静岡県菊川市加茂４５７４番地
静岡県菊川市加茂字山田１４７１－１
静岡県菊川市中内田６５３４番地の１
静岡県湖西市ときわ一丁目５７９８－３
静岡県湖西市新居町新居字弁天２９６７番地の１
静岡県湖西市新居町中之郷字あけぼの４０３２
静岡県湖西市白須賀３９８５－１８６５
静岡県湖西市白須賀６２８８
静岡県湖西市白須賀字宿北４３５３－４
静岡県湖西市白須賀字宿北６２３８
静岡県御殿場市駒門字カラ澤３２３番２７、３２３番２
７、３２４番２１
静岡県御殿場市神山１６７０－５
静岡県御殿場市神山字五反田１０８４－１
静岡県御殿場市神場２－７
静岡県御殿場市神場２丁目７
静岡県御殿場市神場字上の原６８０－５
静岡県御殿場市水土野字長尾平１６１番６
静岡県御殿場市東田中２丁目１９番１２号
静岡県御殿場市保土沢字下村５９６－５
静岡県島田市大柳２６６番地
静岡県島田市大柳２６６番地
静岡県島田市中央町１７－１
静岡県島田市中河８２２番地１２
静岡県島田市中河字四百間裏１０７４番地の２
静岡県島田市中河字大西３３３番地１
静岡県島田市中溝町２４１０番地の１
静岡県下田市東本郷１－１７－８
静岡県下田市落合字渕脇５－１，６－１
静岡県裾野市伊豆島田字中通５１２－８

電話番号
0537-86-6334
0538-43-3177
0537-37-3737
0537-37-2051
080-6609-3191
053-594-6623
080-5043-3579
053-579-1410
053-573-1071
053-579-0871
053-579-1818
080-5098-1842
0550-87-6507
0550-87-1616
0550-80-3900
0550-80-3882
0550-89-7660
080-5068-3344
0550-82-5472
0550-89-0704
0547-38-3145
0547-38-5005
0547-37-5513
0547-38-6116
0547-30-0919
0547-30-4111
0547-37-2135
0558-22-2610
080-6604-6075
080-5043-4182

ヤクルトイースト・ロジスティクス株式会社 裾野営業所 静岡県裾野市下和田字十三郎６５３－１

055-997-1456

株式会社七栄 本社営業所
アサガミ物流株式会社 裾野営業所
トヨタ輸送株式会社 東富士営業所

055-997-4365
055-997-3377
055-997-0411

※「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。

静岡県裾野市金沢字大久保１４５－２
静岡県裾野市金沢字大棚１３６－１
静岡県裾野市御宿１２００
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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 静岡主管支店
大興運輸株式会社 東富士支店
中駿自動車運送株式会社 本社営業所
北港運輸株式会社 静岡支店

沼津市

新潟運輸株式会社 沼津支店
東静運送株式会社 裾野営業所
株式会社田中運輸 裾野営業所
有限会社渡辺運輸 沼津営業所
不二運輸株式会社 沼津北営業所
ヤマト運輸株式会社 沼津下香貫センター
ヤマト運輸株式会社 沼津港支店
ヤマト運輸株式会社 沼津浮島センター
ＳＢＳゼンツウ株式会社 沼津営業所
サカエ運輸有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 沼津若葉町センター
日本郵便株式会社 沼津郵便局
ヤマト運輸株式会社 沼津松長支店

浜松市

浜名梱包輸送株式会社 沼津営業所
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 沼津営業所
ピアノ運送株式会社 沼津営業所
株式会社エフ・ライン 沼津営業所
株式会社大村総業 沼津
不二運輸株式会社 本社営業所
名正運輸株式会社 沼津営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 沼津（個配）営業所
凸版物流株式会社 沼津営業所
西濃運輸株式会社 沼津支店
西浦貨物運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 沼津物流事業所
株式会社影山運輸 本社営業所
株式会社ティ・ダブル・ライン浜松 本社営業所
株式会社布橋運送 浜松西営業所
大五運送株式会社 本社営業所
大五運送株式会社 センター営業所

※「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
静岡県裾野市今里字芋穴久保４５１
静岡県裾野市今里字舞台５４２－６
静岡県裾野市佐野１０３６
静岡県裾野市須山１２２０－８ 富士裾野工業団地 住
友理工（株）内
静岡県裾野市水窪字竹の下１３８－３
静岡県裾野市麦塚字雨溜３８４－１
静岡県裾野市麦塚字宮ノ前３４３－２
静岡県沼津市一本松字川マタギ６６６－１
静岡県沼津市岡一色字小谷津６４９－１
静岡県沼津市下香貫汐入２２１０－３
静岡県沼津市吉田町１３１５－２，１３１５－３
静岡県沼津市原字新道２６０６番２２
静岡県沼津市原字町場２６７４－１
静岡県沼津市今沢字西畑３５７番地の２
静岡県沼津市若葉町２１５番１１号
静岡県沼津市寿町１－２５
静岡県沼津市松長字道安８０５，８０３－１，８０４，
８０６
静岡県沼津市西沢田７２番地の１
静岡県沼津市西沢田字直路４８４
静岡県沼津市西椎路字蔵下１００－２
静岡県沼津市西島町１２－１６
静岡県沼津市双葉町３３８－１５
静岡県沼津市双葉町９番１１－２号
静岡県沼津市足高３９６－５５
静岡県沼津市大岡７１－１
静岡県沼津市大塚字道上１５－１
静岡県沼津市東椎路字東荒３８５
静岡県沼津市内浦重寺字島合２０５－２３
静岡県沼津市本字下中溝６０３－２
静岡県沼津市緑ヶ丘７－３
静岡県浜松市西区湖東町３５１７番５
静岡県浜松市西区湖東町字東名南５８０８－１
静岡県浜松市西区坪井町字新田前４４９３－２
静岡県浜松市西区舞阪町長十新田６７８番１

5／10 ページ

電話番号
055-965-0953
055-997-0066
055-992-2068
055-998-2137
055-992-0687
055-993-2550
055-993-4403
055-966-7186
055-922-2019
080-5451-8835
080-5043-4333
080-5451-5211
055-969-3343
055-920-2823
080-5068-2350
055-924-8602
080-5043-4294
055-929-0825
055-923-8663
055-967-0871
055-932-7198
055-921-4939
055-927-2270
055-927-2321
055-941-7990
055-966-1128
055-921-1103
055-943-2021
055-952-5878
055-921-9765
053-486-2888
053-414-5353
053-447-8181
053-447-8858

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 浜松元浜支店
有限会社ハロー・テンリュー 浜松営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 浜松ハブセンター
笠井合同小型運送株式会社 本社営業所
北港運輸株式会社 浜松センター
天竜自動車運送株式会社 浜松営業所
株式会社布橋運送 本社営業所
近物レックス株式会社 浜松支店
日本通運株式会社 浜松物流センター事業所
日本郵便株式会社 浜松西郵便局
ヤマト運輸株式会社 浜松西浅田センター
株式会社丸天建材 本社営業所
第一貨物株式会社 浜松支店
株式会社北星 本社営業所
株式会社マルト輸送センター 本社営業所
松岡満運輸株式会社 浜松営業所
株式会社スギヤマ 浜松営業所
西濃運輸株式会社 浜松支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松主管支店
株式会社エスラインギフ 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松植松支店
東海造船運輸株式会社 浜松営業所
株式会社新遠州倉庫 本社営業所
株式会社アトランス 本社営業所
株式会社浜松急送 本社営業所
株式会社ダイコー商運 白鳥
日本空輸株式会社 浜松営業所
豊橋港陸運株式会社 浜松営業所
ヤマト運輸株式会社 浜松遠州浜支店
ダイセーエブリー二十四株式会社 浜松センター
渥美運輸株式会社 浜松営業所
有限会社平松商工 本社営業所
日本通運株式会社 西浜松物流センター事業所
日本荷造運送株式会社 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
静岡県浜松市中区元浜町字五丁目３４１－１
静岡県浜松市中区高丘西３丁目２１番１号
静岡県浜松市中区高丘西４丁目１０２－１
静岡県浜松市中区高丘東１丁目２－３８
静岡県浜松市中区高丘東１丁目６番１９号
静岡県浜松市中区高丘東２丁目１２０－２５
静岡県浜松市中区高丘北三丁目３７番５０号
静岡県浜松市中区神田町字五味洗１３９０
静岡県浜松市中区神田町字五味洗１３９９－１
静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
静岡県浜松市中区西浅田１－１０８１
静岡県浜松市天竜区春野町堀之内９９２番地の７
静岡県浜松市東区下石田町４５８番地の６
静岡県浜松市東区笠井町字広野１２５５
静岡県浜松市東区貴平町２２４－２
静岡県浜松市東区貴平町字蒲崎２２７番
静岡県浜松市東区子安町３３９－６
静岡県浜松市東区松小池町字村北２０３
静岡県浜松市東区上新屋町字高川１２２
静岡県浜松市東区上石田町字東浦１２６８－１
静岡県浜松市東区上石田町字木浜田１０１６番１
静岡県浜松市東区植松町６０－１２
静岡県浜松市東区西塚町１
静岡県浜松市東区大瀬町字若宮２１２８－１
静岡県浜松市東区中里町字諏訪６３９
静岡県浜松市東区白鳥町字吉添５１０
静岡県浜松市東区白鳥町字松下３３１
静岡県浜松市東区北島町６３８
静岡県浜松市東区流通元町４番４号
静岡県浜松市南区恩地町字七通５２４
静岡県浜松市南区三島町１２３－１
静岡県浜松市南区西島町字学校東４０３
静岡県浜松市南区倉松町字大池６１５－３
静岡県浜松市南区東若林町３２－３
静岡県浜松市南区法枝町３４１
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電話番号
080-5043-3780
053-420-3838
053-430-4038
053-436-1870
053-430-6760
053-420-3830
053-437-1030
053-441-3101
053-442-3121
053-454-0412
053-444-0621
053-985-0132
053-422-1717
053-433-8555
053-433-2003
053-433-8380
053-464-3691
053-422-4143
053-468-1381
053-435-5112
053-433-3633
080-6604-6195
053-461-9170
053-433-5151
053-423-7070
053-422-5100
053-422-5511
053-421-5115
053-423-5010
080-5043-3722
053-444-4801
053-425-4188
053-440-7272
053-454-2241
053-441-4361

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

袋井市

藤枝市

富士市

事業所名
名波陸送株式会社 本社営業所
日本郵便輸送株式会社 浜松
株式会社アスカ運輸 本社営業所
浜名梱包輸送株式会社 本社営業所
永井配送センター株式会社 本社営業所
天竜自動車運送株式会社 本社営業所
浜北トランスポート株式会社 本社営業所
三農サービス株式会社 本社営業所
清友梱包輸送有限会社 本社営業所
中遠運輸株式会社 本社営業所
株式会社袋井運輸 本社営業所
株式会社山紀 静岡営業所
勅使川原産業株式会社 袋井営業所
トランコムＤＳ株式会社 磐田営業所
近物レックス株式会社 袋井支店
株式会社東海ロジテム 袋井営業所
株式会社サンワネッツ 浜松東営業所
株式会社サンワネッツ 本社営業所
平和みらい株式会社 浜松営業所
日本アルコール物流株式会社 静岡営業所
株式会社マツイプラント 本社営業所
浜松興運株式会社 袋井営業所
静岡ダイキュー運輸株式会社 本社営業所
有限会社マスダ・エス・エス 本社
綜合警備保障株式会社 藤枝支店
エージーエス株式会社 静岡営業所
株式会社ランテック 静岡支店
株式会社本郷 本社営業所
佐川急便株式会社 藤枝営業所
株式会社東海通信資材サービス 静岡物流センタ
松尾配送株式会社 本社営業所
高末急送株式会社 藤枝営業所
株式会社ピジョン 株式会社ピジョン 本社営業所

住所
静岡県浜松市南区法枝町字村北３０５５－１
静岡県浜松市南区法枝町字村北３７９
静岡県浜松市浜北区新原６４１８
静岡県浜松市浜北区新堀１６４番地の１
静岡県浜松市浜北区中瀬字若宮１５８３－１
静岡県浜松市浜北区中瀬字大平７１３５－６４
静岡県浜松市浜北区尾野８３４
静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日字中嶋８２３
静岡県袋井市下山梨字丸ノ内７３５
静岡県袋井市広岡１３８５－８
静岡県袋井市国本３０３３－８
静岡県袋井市国本字森廻２５５０－１
静岡県袋井市山科字川井田２４９１－１
静岡県袋井市山科字前田３３１２－１
静岡県袋井市山科字池の谷２９０９－１
静岡県袋井市小山字七ツ会１９２
静岡県袋井市新池字東土器作１０８８－９
静岡県袋井市新池字東土器作１０９５－１
静岡県袋井市土橋字東道下６－６
静岡県袋井市東同笠８５２－１
静岡県袋井市徳光字天神木２３５－１、２３６－１
静岡県袋井市湊６１０
静岡県袋井市木原６３２－１
静岡県袋井市鷲巣７６３番地
静岡県藤枝市駅前１－２－１０
静岡県藤枝市横内２２８５
静岡県藤枝市岡部町三輪２００３番地
静岡県藤枝市岡部町内谷７３５－１
静岡県藤枝市下藪田２４７－１
静岡県藤枝市鬼島字二枚田５５９番２７
静岡県藤枝市高柳３－５２２－１
静岡県藤枝市青南町３－２５－３
静岡県藤枝市堀之内１丁目２－１６

セイノースーパーエクスプレス株式会社 富士航空営業所 静岡県富士市依田橋２６８－１

※「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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電話番号
053-442-2011
053-442-8303
053-584-1541
053-586-1110
053-588-2242
053-580-3070
053-582-2500
053-524-0025
0538-49-1147
0538-42-5075
0538-43-4371
0538-45-2231
0538-43-7510
0538-44-1838
0538-42-2196
0538-43-2775
0538-86-3970
0538-43-3333
0538-42-7248
0538-23-8408
0538-42-5201
0538-23-1220
0538-43-2231
0538-43-7256
054-643-1401
054-644-8828
054-647-7777
054-667-8680
054-664-1115
054-644-8888
054-635-3519
054-636-0566
054-641-1818
0545-52-0133

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

富士宮市

事業所名
徳三運輸倉庫株式会社 富士営業所
有限会社カネヨシ運輸 本社営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 田子の浦事業所
名鉄急配株式会社 富士営業所
ＳＢＳゼンツウ株式会社 富士営業所
ヤマト運輸株式会社 富士森島センター
高末急送株式会社 富士営業所
株式会社齋藤商運 富士営業所
日本郵便株式会社 吉原郵便局
株式会社エスラインギフ 富士営業所
日本通運株式会社 富士物流センター
有限会社丸英 本社営業所
富士トランスポートサービス株式会社 本社営業所
株式会社パルライン 富士営業所
有限会社栗田産業 本社営業所
芙蓉流通株式会社 本社営業所
金刺運送株式会社 本社営業所
ビヨンズトランズ株式会社 本社営業所
天竜自動車運送株式会社 富士営業所
和泉産業株式会社 本社営業所
ジェーワイシー株式会社 本社
株式会社ギオン 静岡ステーション
ヤマト運輸株式会社 富士中野センター
ヤマト運輸株式会社 富士中里センター
富士宮牛乳運輸株式会社 本社営業所
太田運輸有限会社 本社営業所
結城運輸倉庫株式会社 静岡営業所
日軽物流株式会社 富士出張所
株式会社くろしおエクスプレス 富士営業所
株式会社鈴与カーゴネット富士 本社営業所
東洋メビウス株式会社 富士川物流センター
近物レックス株式会社 富士支店
静岡石油輸送株式会社 富士営業所
ダイオーロジスティクス株式会社 東日本支店
富岳通運株式会社 富士宮支店

※「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
静岡県富士市依田橋字下三条２１７－１
静岡県富士市依田橋字芝添３３５－２
静岡県富士市依田橋字芝添３６０
静岡県富士市依田橋字上三条７６－２
静岡県富士市久沢２１１
静岡県富士市宮島字富島１８０番１
静岡県富士市五貫島字靖国８１９
静岡県富士市厚原２７０－１７
静岡県富士市国久保２丁目１－２５
静岡県富士市今井字江向４４６－２
静岡県富士市今井字早口３１１
静岡県富士市今泉３７９６番地の１
静岡県富士市青島町２０１番地
静岡県富士市大淵字横沢２２９７－７
静岡県富士市大野字大野南１８０番地
静岡県富士市大野字大野北５３
静岡県富士市大渕字横沢２２９０－１
静岡県富士市大渕字横沢２４２９－３
静岡県富士市大渕字十窪２４７９－１４
静岡県富士市中丸字浜地７９６－４
静岡県富士市中丸字木ノ市２７番地の１
静岡県富士市中之郷２２６５－１
静岡県富士市中野字西古野２３０番３
静岡県富士市中里字大坪４３２番１
静岡県富士市伝法字中原５５１－１５
静岡県富士市島田町１－１８６
静岡県富士市島田町１－４７
静岡県富士市比奈字九反田６０３
静岡県富士市比奈字片田５００－２
静岡県富士市比奈字片田５００番地
静岡県富士市北松野字沖田１７７７－１
静岡県富士市弥生字水神前９－８
静岡県富士市鈴川西町２１－１
静岡県富士宮市羽鮒２３０６
静岡県富士宮市小泉５６８－１０
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電話番号
0545-33-3630
0545-32-0083
0545-32-0885
0545-32-8702
0545-72-0075
080-5045-8209
0545-65-1212
0545-73-0601
0545-52-0903
0545-33-3052
0545-33-1011
0545-39-1515
0545-53-5550
0545-37-1880
0545-33-0100
0545-33-2270
0545-36-2150
0545-35-2031
0545-33-1860
0545-61-4165
0545-64-0781
054-388-2295
080-6698-9880
080-6604-6068
0545-23-2452
0545-53-5488
0545-52-8172
0545-38-2880
0545-32-7519
0545-39-0205
0545-56-3130
0545-51-9191
0545-32-2080
0544-65-5555
054-429-6295

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 富士宮小泉支店
阿部運輸有限会社 本社営業所
株式会社富士ミルク 本社営業所
株式会社山紀 富士営業所
株式会社鈴与カーゴネット富士 富士宮営業所
日本通運株式会社 富士宮営業所
ヤマト運輸株式会社 富士宮万野原センター

牧ノ原市

三島市

焼津市

川崎運送株式会社 静岡物流センター
株式会社くろしおエクスプレス 御前崎営業所
コイト運輸株式会社 相良営業所
株式会社渡辺産業 牧之原営業所
東洋メビウス株式会社 静岡支店
東和運輸倉庫株式会社 相良支店
佐川急便株式会社 三島営業所
ステンレス急送株式会社 三島営業所
ヤマト運輸株式会社 三島沢地センター
ヤマト運輸株式会社 三島谷田支店
東海造船運輸株式会社 三島営業所
ヤマト運輸株式会社 三島支店
日本郵便株式会社 三島郵便局
横浜低温流通株式会社 沼津営業所
ヤマト運輸株式会社 三島松本センター
三和運輸機工株式会社 静岡営業所
名正運輸株式会社 焼津営業所
株式会社鈴与カーゴネット焼津 本社営業所
福山通運株式会社 焼津支店
近物レックス株式会社 焼津支店
株式会社日昇運輸 本社営業所
吉川運輸株式会社 静岡
日本通運株式会社 大井川物流センター
日本ロジテム株式会社 静岡営業所
有限会社焼津陸運 本社営業所
株式会社アクト 本社営業所
名鉄急配株式会社 焼津営業所

※「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
静岡県富士宮市小泉字権現２６５－６
静岡県富士宮市小泉字代官屋敷２１４９－１３
静岡県富士宮市上井出字河原端２２４７番９
静岡県富士宮市西山字奥野原２５２２－３
静岡県富士宮市大中里９０－３
静岡県富士宮市田中町３４８
静岡県富士宮市万野原新田字東原３０６４－１、３０６
４－３
静岡県牧之原市細江字十石２４７０－２５
静岡県牧之原市新庄５３８－１
静岡県牧之原市菅ケ谷字沖代９３３－１
静岡県牧之原市中字上高地５４
静岡県牧之原市白井６２２－８
静岡県牧之原市白井７４９－１９
静岡県三島市松本１４４－１
静岡県三島市松本１６０－１
静岡県三島市沢地３８９番２
静岡県三島市中島１３９番２３
静岡県三島市長伏５３－３
静岡県三島市南町２９３番１
静岡県三島市南田町４－５０
静岡県三島市梅名４４７－６
静岡県三島市梅名７５４番１
静岡県焼津市駅北３丁目２２番１０号
静岡県焼津市越後島３４４
静岡県焼津市越後島字越後島３０５番地の４
静岡県焼津市越後島字越後島４２５，４２６－１，２
静岡県焼津市越後島字越後島４２９
静岡県焼津市下小田中町６－１４
静岡県焼津市高新田字町一４９０－４
静岡県焼津市宗高字中川原１０９５－１
静岡県焼津市相川字堤外２１３７－１
静岡県焼津市大住字横山２１６－１
静岡県焼津市藤守字向川原２２９２－５
静岡県焼津市八楠１－２４－１８
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電話番号
080-5043-4258
0544-24-5298
0544-54-0819
0544-65-5670
0544-25-5501
0544-26-3131
090-5108-2152
0548-24-0930
0548-58-1313
054-345-3016
0548-25-4001
0548-55-0555
0548-54-0092
055-977-7551
0559-77-5541
080-5451-4154
090-2610-2606
055-982-5090
080-5068-2403
055-975-2610
055-982-1810
080-6604-5944
054-627-0512
054-671-0273
054-628-3111
054-629-2135
054-628-4107
054-624-2353
054-662-1777
054-662-1873
054-662-1311
054-627-0810
054-622-8500
054-631-7752

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

加茂郡

周智郡
駿東郡

田方郡
榛原郡

事業所名
浜名梱包輸送株式会社 静岡西営業所
株式会社トランス・グリップ 静岡営業所
株式会社マーキュリー 焼津営業所
株式会社鈴与カーゴネット静岡 大井川営業所
有限会社西宮運輸 大井川営業所
株式会社マルエス物流 本社営業所
有限会社一筋運輸 本社営業所
東部ネットワーク株式会社 大井川営業所
株式会社ニヤクコーポレーション 大井川事業所
ヤマト運輸株式会社 松崎センター
ヤマト運輸株式会社 西伊豆田子センター
ヤマト運輸株式会社 東伊豆白田センター
東新物流株式会社 森町営業所
浜名梱包輸送株式会社 森町営業所
ヤマト運輸株式会社 駿河小山センター
ヤマト運輸株式会社 清水町卸団地センター
ヤマト運輸株式会社 駿東支店
サンヨーエキスプレス株式会社 本社営業所
静岡ロジスティクス株式会社 本社
丸島運輸株式会社 静岡営業所
ヤマト運輸株式会社 函南支店
丸徳運送株式会社 吉田営業所
横浜低温流通株式会社 吉田営業所
坪本運送株式会社 静岡営業所

※「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
静岡県焼津市八楠四丁目２６番５
静岡県焼津市飯淵１１９３ トヨダポートハイツ１０１
静岡県焼津市飯淵７１８番地
静岡県焼津市飯渕１２８３番地の３
静岡県焼津市飯渕字中区１０８５－２
静岡県焼津市浜当目字梅田６７４－２
静岡県焼津市利右衛門１０４９番地の４
静岡県焼津市利右衛門字地蔵森２７２７－３１
静岡県焼津市利右衛門字天王１２４６－１
静岡県賀茂郡松崎町江奈字浜田１８２－１
静岡県賀茂郡西伊豆町田子字浜田１０９６－１
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１２番１２
静岡県周智郡森町睦実１４３４
静岡県周智郡森町睦実字大沢１１２３－２２
静岡県駿東郡小山町吉久保字三ヶ久保１５９番１
静岡県駿東郡清水町卸団地２４５
静岡県駿東郡清水町長沢字中台３０７－２
静岡県駿東郡長泉町中土狩５７７－４
静岡県駿東郡長泉町南一色６３２番地の１０
静岡県田方郡函南町丹那３６７－４
静岡県田方郡函南町肥田字大川久保３１６－１
静岡県榛原郡吉田町字川尻３１３９番地の１２
静岡県榛原郡吉田町神戸１６７４番地７
静岡県榛原郡吉田町片岡字山瀬戸４３５番地２７
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電話番号
054-621-5551
054-662-0820
054-622-8505
054-664-0070
054-662-0009
054-627-3238
054-622-5576
054-622-4563
054-622-2461
080-5045-8217
080-5068-2331
080-5098-1101
0538-85-7720
0538-85-0022
080-5068-2345
080-6604-6074
080-5043-4168
055-986-3621
055-988-1357
055-974-0788
080-5043-4198
0548-32-8700
054-834-1313
0548-32-9015

主な輸送品目（任意掲載）

