貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福島市

事業所名
株式会社福島輸送 福島支社
ヤマト運輸株式会社 福島鎌田センター
日本郵便株式会社 福島東郵便局
株式会社イーストブレーン 本社営業所
有限会社八大物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福島松川センター

ＡＬＳＯＫ福島株式会社 福島営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 福島営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 福島営業所
株式会社厚成社 本社
有限会社福弘運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福島八島センター
日本郵便輸送株式会社 福島営業所
東北王子運送株式会社 福島営業所
株式会社サカイ引越センター 福島支社
日通郡山運輸株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 飯坂平野センター
カメイ物流サービス株式会社 福島営業所
会津若松市 会津本郷貨物運送株式会社 会津アピオ
株式会社シーエムシーネット通商 会津営業所
いわき市

株式会社円谷運送店 若松営業所
郡山運送株式会社 いわき営業所
ヤマト運輸株式会社 いわき植田センター
クリナップロジスティクス株式会社 いわき支店
ヤマト運輸株式会社 いわき四倉センター
株式会社丸東 いわき
福島第一物流株式会社 いわき営業所
福島臨海鉄道株式会社 本社
磐城通運株式会社 小名浜支店小名浜製錬営業所
株式会社三葉陸運 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。

安全性優良事業所

（福島県）

住所
福島県福島市さくら３丁目２番地の７
福島県福島市鎌田字下田３－１，５－４，２－３，２－
４，２５
福島県福島市鎌田字下田４－２
福島県福島市御山字一本松１番地の６
福島県福島市松川町字上桜内１８番地８
福島県福島市松川町字西長壇１３－３，８－２，１３－
２，１４－１、木曽内裡１２－１．１２－５
福島県福島市松浪町６－１８
福島県福島市瀬上町字中新田３番１
福島県福島市瀬上町字中新田３番１４
福島県福島市成川戸ノ内５５－４
福島県福島市南矢野目字向原東８－１
福島県福島市八島町３７－１，３８－１，３８－２
福島県福島市八島町４－３５
福島県福島市飯坂町平野字海道下７－１
福島県福島市飯坂町平野字三角田２番地１５
福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋１４－６
福島県福島市飯坂町平野字小金塚７４－１
福島県福島市飯坂町平野字狢８
福島県会津若松市インター西１９
福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内西３２１－１
６
福島県会津若松市町北町大字上荒久田字石尻４６
福島県いわき市好間町北好間字北町田１１
福島県いわき市佐糠町東２－２０－７
福島県いわき市四倉町細谷字大江下６７－１，６８－１
福島県いわき市四倉町字東３丁目１３６－７，１３６－
８，１３６－９
福島県いわき市四倉町芳ノ沢１－６５
福島県いわき市鹿島町下矢田字曲田５１－１、３、７
福島県いわき市小名浜字高山３４番地の１４
福島県いわき市小名浜字渚２４４－１
福島県いわき市小名浜字中原１１番地の５
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電話番号
024-594-2154
080-5451-5942
024-553-8274
024-555-6508
024-537-1151
080-5421-1316
024-531-3189
024-552-6088
024-552-6381
024-246-5925
024-552-5340
080-6695-1324
024-534-3740
024-555-1621
024-541-2688
024-563-4151
080-5451-5943
024-552-1541
0242-24-9000
0242-26-7887
0242-25-3719
0246-36-4694
080-5044-3536
0246-34-5410
080-5451-8664
0246-38-7500
0246-29-5943
0246-92-3234
0246-53-2421
0246-92-4014

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
東北三八五流通株式会社 いわき営業所
鈴木運輸株式会社 本店
ダイセーロジスティクス株式会社 いわきハブセンター
東北王子運送株式会社 いわき営業所
株式会社アルプス物流 小名浜営業所
株式会社エフライン 本社営業所

喜多方市
郡山市

カメイ物流サービス株式会社 いわき営業所
有限会社大泉運輸 小名浜営業所
いわきカーゴ株式会社 小名浜営業所
上野輸送株式会社 小名浜事業所
株式会社アストモスガスセンター東北 いわき営業所
安立運輸株式会社 いわき営業所
福島通商株式会社 本社
アートコーポレーション株式会社 いわき支店
株式会社スカイ運輸 喜多方営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 喜多方営業所
郡山物流有限会社 安積営業所
株式会社滝田運輸 本社営業所
第一貨物株式会社 郡山支店
株式会社アストモスガスセンター東北 郡山営業所
太平洋陸送株式会社 郡山
アートコーポレーション株式会社 郡山支店
日本フレートライナー株式会社 郡山営業所
郡山トラック運送株式会社 本社営業所
株式会社東北デイリーサービス 郡山営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 福島支店
株式会社昭和運送店 本社営業所
熱海運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 重機建設課
日通郡山運輸株式会社 本社営業所
株式会社大崎 郡山
ＡＬＳＯＫ福島株式会社 本社営業所
ヒタチ株式会社 郡山ハブセンター
ジャパンフードライン株式会社 郡山

※「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
福島県いわき市小名浜字芳浜１１－４７
福島県いわき市小名浜住吉字袋１０－１
福島県いわき市小名浜住吉字袋２３－１
福島県いわき市小名浜住吉字袋４０
福島県いわき市小名浜住吉不毛４－７
福島県いわき市常磐関船町大平２番１０、常磐下船尾町
宮下２４番１３
福島県いわき市常磐岩ヶ岡町沢目６６番４、６６番５
福島県いわき市泉町下川字境ノ町３４－１
福島県いわき市泉町下川字大剣１－１６５
福島県いわき市泉町下川字大剣１－５３
福島県いわき市中央台飯野四丁目２番地の４
福島県いわき市平塩字宮前３３番９号
福島県いわき市平字愛谷町３－２－１
福島県いわき市平中神谷字苅萱６２－５
福島県喜多方市関柴町上高額字上中１１９２－１
福島県喜多方市豊川町高堂太字堂畑１４２９－１
福島県郡山市安積２丁目１１０－１
福島県郡山市安積３丁目２８６
福島県郡山市安積４－３０１－１
福島県郡山市安積三丁目１４６、１４７
福島県郡山市安積四丁目２５６
福島県郡山市安積町字柴宮東８－１
福島県郡山市安積町大字荒井字猫田１－２
福島県郡山市喜久田町卸３丁目１１
福島県郡山市喜久田町卸一丁目１２３番地１
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１７番
福島県郡山市喜久田町卸三丁目１８番地
福島県郡山市喜久田町卸三丁目８番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１２番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１３番地
福島県郡山市喜久田町卸二丁目１８番１
福島県郡山市喜久田町字松ケ作１６－９８
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２
福島県郡山市喜久田町字菖蒲池２２番５３
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電話番号
0246-54-6072
0246-38-8021
0246-38-8621
0246-58-8282
0246-58-8151
0246-88-6427
0246-44-4811
0246-56-2340
0246-96-6330
0246-56-0572
0246-38-3840
0246-21-9626
0246-56-2430
0246-35-0123
0241-22-7701
0241-24-2500
090-9687-8501
024-945-6000
024-945-4700
024-947-1488
024-945-0610
024-944-0123
024-943-2113
024-959-6680
024-959-5542
024-963-1441
024-959-6648
024-959-5570
024-963-1121
024-959-6589
024-959-2115
024-959-1825
024-963-1080
024-954-3350

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

白河市

須賀川市

事業所名
大衡運送株式会社 郡山営業所
熱海運送株式会社 西営業所
日軽物流株式会社 福島営業所
本宮運輸有限会社 本社
福星運輸株式会社 本社営業所
石川運送株式会社 本社営業所
高田運輸株式会社 本社営業所
清興運輸株式会社 郡山営業所
東北三八五流通株式会社 郡山営業所
郡東エクスプレス株式会社 本社営業所
東北鉄道運輸株式会社 郡山営業所
野口運輸株式会社 郡山営業所
岩代運送株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 郡山給食センター
郡山運送株式会社 給食センター
株式会社アストモスガスセンター東北 白河営業所
ヤマト運輸株式会社 白河結城センター
株式会社円谷運送店 白河営業所
株式会社片桐運輸 本社営業所
大信運送有限会社 本社
カメイ物流サービス株式会社 白河営業所
株式会社ボルテックスセイグン 白河営業所
有限会社丸石運輸 本社営業所
須賀川陸運株式会社 本社営業所
縫友運送株式会社 須賀川営業所
株式会社円谷運送店 郡山

伊達市

東日本倉庫株式会社 須賀川営業所
ヤマト運輸株式会社 須賀川西川センター
レンゴーロジスティクス株式会社 福島営業所
福島第一物流株式会社 郡山営業所
有限会社丸信運輸 本社営業所
フレッシュテック有限会社 本社営業所
伊達貨物運送株式会社 本社営業所
株式会社暁運輸 福島営業所

※「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
福島県郡山市喜久田町字上追池４８－１
福島県郡山市喜久田町菖蒲池２２－４２４
福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地３８４－１
福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地４２１番１
福島県郡山市中野二丁目２８番地
福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平８６番地の１
福島県郡山市田村町上行合字下川原８５－１
福島県郡山市田村町上行合字北川田１５－２
福島県郡山市日和田町高倉字古川４－１６
福島県郡山市日和田町高倉字荒田２３
福島県郡山市菱田町２７２
福島県郡山市富久山町久保田字宮田１５－１
福島県郡山市富久山町久保田字深田１９
福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前２０８－１
福島県郡山市片平町字的場３６
福島県白河市古高山１－１５
福島県白河市字結城７７
福島県白河市字北裏６－２
福島県白河市小田川石山３－６
福島県白河市大信隈戸字上小屋２８
福島県白河市中野山２番６３
福島県白河市白坂字勝多石１０番地２８、１０番地２７
福島県須賀川市雨田字上大五郎内１３９－１
福島県須賀川市横山町７０
福島県須賀川市横山町８９
福島県須賀川市滑川字池田１９０、１９１－１、１９１
－２
福島県須賀川市森宿字安積田１３０番１
福島県須賀川市西川字前田１
福島県須賀川市大字滑川字中津沢７７－１，７８－１
福島県須賀川市大字森宿字辰根沢１８８番２
福島県須賀川市狸森字新田４２
福島県伊達市坂ノ上３５番地１
福島県伊達市箱崎字沖前７２－３，７３－３
福島県伊達市保原町字東野崎１００番地
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電話番号
024-973-7450
024-983-3232
024-972-2221
024-981-0330
024-951-1678
024-943-6644
024-943-0328
024-956-9291
024-958-4055
024-958-4606
024-944-4008
024-954-5920
024-944-1246
024-941-0360
024-961-1651
0248-24-7405
080-5451-7513
0248-22-9157
0248-21-1750
0248-46-2833
0248-21-1335
0248-28-2604
0248-79-2110
0248-76-5117
0248-63-8823
0248-72-2453
0248-72-5627
080-5068-0135
0248-72-3350
0248-72-3677
0248-79-3420
024-563-4575
024-583-4151
024-597-8171

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
二本松市
南相馬市

本宮市

安達郡

石川郡
岩瀬郡
河沼郡
伊達郡
田村郡

事業所名
株式会社東昇流通 本社営業所
東北西濃運輸株式会社 福島営業所
福島倉庫株式会社 本社営業所
青葉運輸有限会社 本社営業所
双葉運輸株式会社 南相馬営業所
株式会社アストモスガスセンター東北 原町営業所
有限会社原眞運輸 本社営業所
迫トラック株式会社 郡山営業所
吉川運輸株式会社 福島営業所
カメイ物流サービス株式会社 郡山営業所
株式会社スカイ運輸 本宮営業所
株式会社新日本物流 郡山営業所
有限会社ゼスト 有限会社ゼスト 福島営業所
高運送株式会社 福島営業所
有限会社森ロジテム 本社営業所
株式会社新開トランスポートシステムズ ＳＴＳ福島セン
ター
株式会社ライフサポート・エガワ東北 福島支店
福島ロジネット株式会社 本社営業所
野口運輸株式会社 本宮営業所
エムケー物流株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 二本松支店
鮫川運送株式会社 福島営業所
誠和梱枹運輸株式会社 郡山営業所
ヤマト運輸株式会社 石川センター
福島空港運輸株式会社 本社営業所
株式会社中村建運 会津営業所
マルコー・トランスポート株式会社 福島営業所
株式会社福島北桑運輸 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 川俣センター
株式会社アイエスシー 本社営業所
石黒物流株式会社 福島営業所
ヤマト運輸株式会社 小野センター

西白河郡

東北王子運送株式会社 白河営業所
鮫川運送株式会社 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

電話番号

福島県伊達市梁川町字本町２２番１
福島県二本松市渋川字下黒沼５５
福島県二本松市米沢字下川原田１２５－１
福島県南相馬市原町区牛来字出口１４３－２
福島県南相馬市原町区金沢字堤下３９９－１２
福島県南相馬市原町区金沢字物見山１２４－６
福島県南相馬市鹿島区小池字原畑５７
福島県本宮市関下字下関下１－３
福島県本宮市関下字東原２９－２
福島県本宮市糠沢字水上２１－１
福島県本宮市荒井字孤塚５８－２
福島県本宮市荒井字上沢３－１
福島県本宮市荒井字青田原２０９－２
福島県本宮市荒井字青田原２０９番地１２
福島県本宮市荒井字沢田２９

024-563-5367
0243-53-2024
0243-54-2239
0244-22-7893
0244-24-5175
0244-23-6090
0244-46-3322
0243-68-3977
0243-68-3033
0243-44-4962
0243-36-2533
0243-24-9105
0243-63-5120
0243-36-2877
0243-33-5656

福島県本宮市仁井田字桝形３０－５

0243-34-5575

福島県本宮市長屋字長屋平４０
福島県本宮市本宮字栄田１０６番
福島県本宮市本宮字名郷１２番地５
福島県安達郡大玉村玉井字矢ノ花２３０番地
福島県安達郡大玉村大山字向原７９番地１
福島県安達郡大玉村大山字荒池２０
福島県安達郡大玉村大山字壇１１４番地
福島県石川郡石川町字猫啼１０８－１９，１０８－６
福島県岩瀬郡鏡石町蒲之沢町４０２
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５４７番１
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字弥五畑３５０－１
福島県伊達郡桑折町大字万正寺字妻田１－５
福島県伊達郡川俣町飯坂字八幡８－１，８－５，８－７
福島県田村郡三春町込木字笹久保２１－３
福島県田村郡三春町大字平沢字白石作８６－１３
福島県田村郡小野町大字小野新町字八反田５１－２，５
２－２
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平５０９－４
福島県西白河郡矢吹町赤沢５００

0243-44-4300
0243-63-0036
0243-34-6363
0243-34-2153
080-5044-3502
0243-68-2360
0243-24-8360
080-5044-3519
0248-75-1424
0242-83-4566
0242-85-7246
024-582-6621
080-5044-3504
0247-62-2710
0247-61-1113
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080-6698-5057
0248-25-0668
0248-44-2171

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

南会津郡

事業所名
大竹運送株式会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 矢吹支店
株式会社ユミタ運輸 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
福島県西白河郡矢吹町赤沢８５０
福島県西白河郡矢吹町八幡町７９３－４
福島県南会津郡南会津町田島字田部原１４０－１
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電話番号
0248-44-2258
080-5421-1281
0241-62-2477

主な輸送品目（任意掲載）

