貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
盛岡市

一関市

江刺市
奥州市

大船渡市

釜石市
北上市

事業所名
株式会社トランシス 盛岡営業所
株式会社丸善配送 盛岡営業所
岩手東邦運輸倉庫株式会社 本社営業所
丸一運送株式会社 盛岡営業所
葵産業株式会社 盛岡
アートコーポレーション株式会社 盛岡支店
ＳＢＳフレイトサービス株式会社 盛岡営業所
ロジトライ東北株式会社 盛岡事業所
株式会社北海小型運輸 盛岡支店
岩泉自動車運輸株式会社 盛岡営業所
株式会社サカイ引越センター 岩手支社
有限会社千厩運送 本社営業所
八ツ星運輸株式会社 本社営業所
柳田運輸株式会社 一関営業所
ヨコウン株式会社 一関営業所
アートコーポレーション株式会社 一関支店
株式会社野口建材 本社営業所
丸菊運送株式会社 本社営業所
南部運輸株式会社 本社営業所
株式会社七栄 岩手営業所
ロジトライ東北株式会社 水沢事業所
有限会社下田運輸 本社営業所
株式会社三栄工業所 本社
五十鈴運輸株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 大船渡リアスセンター
武蔵貨物自動車株式会社 釜石営業所
アイユーシー株式会社 北上営業所
株式会社エンドレス・テック 岩手北上
株式会社アルプス物流 北上営業所
青森郵便自動車株式会社 岩手営業所
株式会社ロジネクス 北上営業所
日本郵便輸送株式会社 岩手営業所
株式会社東北物流 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。

安全性優良事業所
住所

岩手県盛岡市芋田字武道９番地１３
岩手県盛岡市羽場１０地割１００番地
岩手県盛岡市羽場１０地割１－３
岩手県盛岡市好摩字上山３地割１５７
岩手県盛岡市黒川２２地割６２
岩手県盛岡市上堂２－４－１３
岩手県盛岡市東見前４地割１０番２号
岩手県盛岡市東見前６地割２７－１
岩手県盛岡市東見前９地割２０番１
岩手県盛岡市湯沢１６地割字広川１５－２
岩手県盛岡市門２丁目１０２－１
岩手県一関市千厩町千厩字構井田２９番地の３
岩手県一関市千厩町千厩字西中沢２６７－４
岩手県一関市川崎町薄衣字加妻８６
岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢８６番１
岩手県一関市沢４８番１号
岩手県江刺市愛宕字力石５９０－４
岩手県奥州市江刺区岩谷堂字北八日市３２３－２
岩手県奥州市水沢区佐倉河字前田中３番地１５
岩手県奥州市水沢区佐倉河字明神堂１０６番地２
岩手県奥州市水沢区真城字町下１０１－５
岩手県奥州市水沢区真城字北下田５７－４
岩手県大船渡市赤崎町字普金１０番地５
岩手県大船渡市大船渡町字野々田２３－１０
岩手県大船渡市猪川町字下権現堂１０５番２
岩手県釜石市上中島町四丁目３番７号
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１０８
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１３２
岩手県北上市相去町山根梨の木４３－１４５
岩手県北上市相去町山田２－２３
岩手県北上市相去町大松沢１－１０７
岩手県北上市相去町大松沢１－１１２
岩手県北上市藤沢１７地割１０７番地１
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（岩手県）
電話番号
019-669-5851
019-638-4322
019-637-5953
019-682-0998
019-675-1351
019-646-0123
019-637-2151
019-614-9281
019-632-8100
019-639-0080
019-604-1141
0191-53-2550
0191-53-2455
0191-36-5833
0191-23-6331
0191-23-0123
0197-31-2342
0197-35-3841
0197-22-2266
0197-47-3925
0197-24-2133
0197-26-2246
0192-25-1171
0192-26-2314
0192-21-3280
0193-23-7517
0197-72-8001
0197-72-5787
0197-88-2795
0197-72-8545
0197-81-5838
0197-72-7741
0197-64-6842

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

久慈市
滝沢市

二戸市
八幡平市
花巻市

事業所名
富士運輸株式会社 北上支店
丸カ運送株式会社 岩手営業所
大和物流株式会社 北上営業所
十久輸送有限会社 本社営業所
久慈新港運輸株式会社 本社
運び屋株式会社 本社営業所
エア・ウォーター食品物流株式会社 北東北営業所
東北トラッキング株式会社 岩手営業所
諸星運輸株式会社 盛岡営業所
カナック株式会社 本社営業所
鈴丸商事運輸有限会社 本社営業所
有限会社北舘商運 本社営業所
北和運輸有限会社 本社営業所
株式会社ティスコ運輸 岩手営業所
北海道トナミ運輸株式会社 東北営業所
株式会社齋藤運輸 本社営業所
株式会社コイデ運輸 大迫営業所
佐川急便株式会社 花巻営業所

カメイ物流サービス株式会社 宮古営業所
佐川急便株式会社 三陸営業所
ヤマト運輸株式会社 宮古支店
陸前高田市 ヤマト運輸株式会社 陸前高田支店
岩手県南運輸株式会社 住田営業所
気仙郡
下閉伊郡 近物レックス株式会社 宮古営業所
大崎運輸有限会社 盛岡営業所
紫波郡
日通エネルギー東北株式会社 岩手営業所
岩手雪運株式会社 盛岡営業所
株式会社ツーワン輸送 盛岡営業所
宮古市

株式会社アサヒセキュリティ 盛岡営業所
協和運輸倉庫株式会社 盛岡営業所
新潟運輸株式会社 盛岡支店
迫トラック株式会社 盛岡営業所

※「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
岩手県北上市流通センター１－４５
岩手県北上市流通センター１６－２５
岩手県北上市流通センター１８３－１７
岩手県久慈市小久慈町第３２地割２－１
岩手県久慈市小久慈町第４０地割２０－６
岩手県滝沢市鵜飼上山３２－９１
岩手県滝沢市大釜字風林３番１８
岩手県滝沢市大釜大畑７３番地１
岩手県滝沢市大釜風林３－３０
岩手県滝沢市大石渡１８１４番地２
岩手県二戸市金田一字上田面８７－２
岩手県八幡平市平笠第１６地割６６－３
岩手県花巻市横志田４地割４９
岩手県花巻市葛第７地割８２
岩手県花巻市空港南１丁目１５
岩手県花巻市上小舟渡５３０
岩手県花巻市大迫町大迫第１４地割４８－１、４８－３
岩手県花巻市二枚橋第４地割２７４－１、２７２－１、
２７３－１、２７１－１
岩手県宮古市港町３１８番１、３１８番１７
岩手県宮古市大字田鎖第１３地割字高柳２８－１
岩手県宮古市長町２－１－４
岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢３番３
岩手県気仙郡住田町世田米字城内２９番地２
岩手県下閉伊郡山田町豊間根第２地割３３－１２７
岩手県紫波郡紫波町上平沢字川原田９－２
岩手県紫波郡紫波町南日詰字箱清水１２７番地１
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割字上山２７７番地
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第４地割１４９
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０７番地１
４
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７
－１
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割字北川５０７
－９，５０７－１０
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第８地割２５番１、２４
番１、２４番２
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電話番号
0197-72-5718
0197-71-1272
0197-68-2755
019-452-2885
0194-53-6100
019-687-1989
050-3775-3736
019-687-2845
019-691-9855
019-688-1255
0195-29-1188
0195-76-3781
0198-29-2865
0198-29-4592
0198-26-1073
0198-24-3430
0198-48-2258
0198-26-4625
0193-64-5231
0193-62-5661
0193-63-8956
080-5044-2691
0192-26-4866
0193-86-3365
019-673-7571
019-671-2602
019-611-1135
019-601-5121
019-632-8281
019-693-0018
019-697-6222
019-698-2571

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
有限会社朝日運送 本社営業所
第一貨物株式会社 盛岡支店
ヤマト運輸株式会社 岩手法人営業支店
株式会社東北デイリーサービス 盛岡営業所
有限会社関東エース 盛岡営業所

胆沢郡

西磐井郡
東磐井郡

株式会社バイタルエクスプレス 盛岡営業所
愛知陸運株式会社 金ケ崎営業所
東北流通株式会社 本社営業所
東北自動車輸送株式会社 岩手営業所
共栄運輸株式会社 本社営業所
株式会社北都高速運輸倉庫東北 本社営業所
有限会社栄和興業 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
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－４－２３
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－２
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４－８
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目４番地３１
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１－７ 流通
商事株式会社テナントビル１階
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１番地１２
岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢上原３３－３２
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根上餅田６０番
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根中ノ町５－６
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根北羽沢７５－２
岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下１０７番地１
岩手県東磐井郡東山町長坂字南磐井里５３－１
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電話番号
019-638-0202
019-638-4567
019-637-2707
019-637-5458
019-614-0156
019-637-4633
0197-44-6660
0197-47-4567
0197-44-5466
0197-42-2121
0191-34-2666
0191-47-2545

主な輸送品目（任意掲載）

