
　宮城県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

トヨタ輸送㈱　
仙台営業所

㈱東洋陸送社　
仙台営業所

宮城県黒川郡大衡村中央平二番地
　　　　トヨタ輸送㈱　宮城物流センター内

㈱ゼロ　
仙台営業所

愛知車輌興業㈱　
仙台営業所

丸一ロジテック㈱
仙台支店

㈱三協陸送
仙台営業所

宮城県仙台市宮城野区五輪  ２－１０－４
                         第二新生ビル ３０２

三陸運輸㈱
仙台港事業所

http://www.sanriku-unyu.com/

981-1221

983-0013

984-0845

㈱ベスト・トランスポ－ト

東北営業所 983-0001

http://best-transport.co.jp/
富士陸運㈱

仙台営業所 983-0002

http://www.fujiriku.co.jp/
㈱マルノウチ 宮城県黒川郡大衡村中央平二番地

東北営業所 981-3609 　　　　トヨタ輸送㈱　宮城物流センター内

http://www.marunouchi-corp.co.jp/
㈲日東陸送

仙台営業所 983-0014

㈱ゼロ・プラス東日本

仙台カスタマーサービスセンター 985-0845

㈱ミツギロジスティクス仙台 983-0001

㈱ホンダロジスティクス

仙台オペレーションセンター 983-0001

 http://www.honda-logistics.co.jp/

東　　北　　支　　部 

983-0023

983-0013

022-259-5811

㈲星和陸送

塩竈港運㈱　

022-297-1668

022-387-1704宮城県仙台市宮城野区港  ４－９－６

984-0014

983-0001

㈲サン陸送

981-3419

022-258-3678

983-0001

舟山　嘉彦

家近　茂

石田　聡彦 022-343-1391

宮城県仙台市宮城野区港  ２－１－５

東奥陸送㈱ 杉田　忠敬

東北自動車輸送㈱　 針生　謙一郎

985-0845北村　竹朗

981-3609

981-3609

㈱宮城陸送 三浦　麗子

板坂　克則

別所　仁

022-366-5121宮城県多賀城市宮内　２丁目４番１－１

981-3609

985-0844

985-0833

宮城県黒川郡大衡村中央平　１

022-364-7211宮城県多賀城市栄　４－１－１

022-345-0183

宮城県黒川郡大和町まいの　３－３－２

宮城県宮多賀城市町前　１－７－２

星　　澄雄　　 宮城県仙台市若林区六丁の目元町  １４－３３

宮城県仙台市宮城野区中野字神明　１１０

宮城県仙台市宮城野区福田町４－１４－１１

丹野　光明

高橋　裕子 983-0842

022-259-1277

徳永　政男

022-288-6725

022-345-0121

㈲アクティブ東北 歳桃　勝彦 宮城県仙台市宮城野区中野　５－９－７　 022-766-8898

022-366-3370

022-345-0180

宮城県黒川郡大衡村中央平　２

仙山テクノクラフト㈱ 熊谷　政志 宮城県名取市田高字沢目  ６０ 022-384-3145

㈱東日本陸送 大内　久雄 宮城県仙台市若林区二木字水神　１７ 022-289-6211

清末　悦夫 宮城県仙台市宮城野区港　４－１２－２２ 022-259-5002

相澤　一喜 宮城県仙台市宮城野区中野　５－８－１７　 022-353-6226

青木　信幸 022-346-0590

佐々木　憲郎 宮城県仙台市宮城野区高砂　１－１４－４－F１０２ 022-343-8152

小泉　直哉 宮城県多賀城市町前　１－７－２ 022-366-3350

田村　守 宮城県仙台市宮城野区港　４－１５－２０ 022-762-5361

永井　髙志 宮城県仙台市宮城野区港　４－１２－２２ 022-259-5002



　青森県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

トヨタ小野グル－プ

サービス㈱ 034-0001

http://www.t-onog.co.jp
東奥陸送㈱

八戸営業所 039-1161

㈱東洋陸送社　

八戸営業所 039-2245

038-0004

㈱ゼロ・プラス東日本

八戸カスタマーサービスセンター 039-1161

036-0323

038-3641

　岩手県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

020-0839

020-0403

020-0122

020-0864

　三晃陸送㈱　

岩手営業所 020-0833

東北自動車輸送㈱　

岩手営業所 029-4503

029-4202

東奥陸送㈱　

岩手営業所 029-4503

高井　孝二 024-0051

㈱東洋陸送社

盛岡営業所 028-3621

㈱ゼロ・プラス東日本

盛岡カスタマーサービスセンター 020-0891

小野　大介 青森県十和田市大字三本木字千歳森  ３５５ 0176-23-6231

杉田　忠敬 青森県八戸市大字河原木字北沼  １－１０３ 0178-28-7095

別所　仁 青森県八戸市北インター工業団地　１－１０－６５ 0178-28-1666

㈱市川石油輸送 市川　　孝 青森県青森市富田  ３－１５－１２ 017-781-6002

小泉　直哉 青森県八戸市河原木字北沼　３６－１ 0178-21-2522

㈲藤商陸送 藤田　寛光 青森県黒石市大字上十川字北原三番　１４－１０ 0172-53-5491

㈲仁美運輸 佐々木 彰仁 青森県北津軽郡板柳町大字深味字西西田　６０－２ 0172-72-1256

盛岡陸送㈱ 及川　進 岩手県盛岡市津志田南　３－１３－１１ 019-638-7011

モトモチ商事㈱ 元持　雅行 岩手県盛岡市乙部５地割　 ３２６ 019-696-2802

㈲加藤ボデ－ 加藤　久 岩手県盛岡市みたけ 　６－４－８ 019-641-2533

サイエン車体工業㈱ 今野　継男 岩手県盛岡市西仙北 　１－１５－１８ 019-635-8415

豊口　アイ 岩手県盛岡市西見前１２ 地割字柿木　１４２－１ 019-637-1790

針生　謙一郎 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根中ノ町　５－６ 0197-44-5466

㈲水沢陸送 菊地　三郎 岩手県奥州市前沢区白山字古舘　１８ 0197-41-3382

杉田　忠敬 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根中ノ町　８９－１ 0197-41-1892

トヨタ輸送東北センタ－㈱ 岩手県北上市相去町大松沢　１－１０ 0197-67-6763

別所　仁 岩手県柴波郡矢巾町広宮沢３－４１８ 019-698-1970

小泉　直哉 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南　２－３－８ 019-638-5511



　福島県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

963-0725

㈱東洋陸送社　

郡山営業所 963-0115

963-8843

963-0551

960-8151

㈱三協陸送

郡山営業所 964-0805

㈱ゼロ・プラス関東

福島カスタマーサービスセンター 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字山中３１－１

　秋田県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

011-0951

010-0802

三晃陸送㈱　

本社営業所 011-0901

アジア陸送㈱　

秋田営業所 011-0903

東北自動車輸送㈱ 秋田県秋田市川尻町大川反　２３３－７

秋田営業所 010-0941 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田トヨペット㈱　内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県

会　　社　　名 代表者名 〒 所　　　　在　　　　地　/　ホームページアドレス 電話番号

990-0073

㈱全奥陸送 濱津　悠 福島県郡山市田村町金屋字荻ノ久保　５－１ 024-943-1164

別所　仁 福島県郡山市南　２－８３ 024-945-0080

アイアンドアイ㈱ 佐藤　修朗 福島県郡山市字川向 ７０-１ 024-946-1131

㈱ショ－トク 佐藤　徳男 福島県郡山市喜久田町字上追池　４８－１ 024-963-0005

ベルロイヤル㈱ 岸　信純　 福島県福島市太平寺字堰ノ上　５２－１ 024-546-0664

舟山　嘉彦 福島県二本松市下ノ内　１１６－３ 0243-22-0900

丹羽　秀夫 024-932-7015

㈱秋豊ネットライズ 今野　邦義 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山　１７－２０ 018-857-1761

㈱太平陸送運輸 嵯峨　誠子 秋田県秋田市外旭川字三千刈　１２２－１ 018-824-8800

豊口　アイ 秋田県秋田市寺内字蛭根　８５－５９ 018-864-0173

秋田県秋田市寺内油田  ３－３－１３ 018-846-5373

針生　謙一郎 018-862-4500

小川　 光世

                                                    事務局　　　電話　022-345-0180　ＦＡＸ 022-3

㈱トランス東日本 相澤　省吾 山形県山形市南原町　１－２６－１ 023-674-9193




