
事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

095560001107 愛知陸運㈱　宮城大和物流センター 藤本　隆彦

092210000527 青森定期自動車㈱　仙台支店 工藤　敏雄

094460005073 ＳＢＳフレイトサービス㈱　仙台支店 蝦名　勝信

095550000751 近物レックス㈱　東北支社 鈴木　純一

092240000509 郡山運送㈱　仙台営業所 加藤　亮

095540000438 西濃運輸㈱　仙台支店 木村　智淳

092230000389 仙台運送㈱ 菊地　徹

093320000270 第一貨物㈱　仙台支社 横尾　新一

094460005711 中央運輸㈱ 赤澤　善博

092240000713 東北王子運送㈱　仙台営業所 鈴木　貞夫

092230000564 東北トラック㈱ 遠藤　知之

092230001399 東北三八五流通㈱ 工藤　勝正

092220000492 北海道東北名鉄運輸㈱ 本田　裕幸

095510000315 トナミ運輸㈱　仙台営業所 星山　宗洙

093330000400 新潟運輸㈱　仙台支店 鈴木　正広

092220000305 丸大運輸㈱　仙台営業所 瀧澤　勝彦

092230001479 南東北福山通運㈱　仙台中央支店 垣田　武男

094440002038 武蔵貨物自動車㈱　仙台支店 大向　淳一

095560002359 名鉄運輸㈱　仙台支店 伏見　功

094460002523 ヤマト運輸㈱　宮城主管支店 江口　真一

095560000895 アーク引越センター㈱　仙台支店 一条　真吾

092230000001 ㈲アース引越サービス 原田　史武

094440001168 アーティクルキャリー㈱トーコー　仙台営業所 横田　憲
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事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

096630002070 アートコーポレーション㈱ 西脇　貴司

096630003961 アートバンライン㈱　仙台支店 田中　徹

094450002514 アイエイチロジスティクスサービス㈱ 植木　聖一郎

092230001407 ㈲Ｉ・Ｋ・Ｕ 池田　公男

095560001102 愛知車輌興業㈱　仙台営業所 門脇　光広

092230001775 会津通商㈱ 千葉　信弘

092230000535 赤帽Ｒ･Ｃサービス東北㈱ 新田　誠喜

092230000017 秋保運送㈱ 佐藤　硬樹

093310000202 秋田運送㈱　仙台営業所 金　勇喜

092230001178 ㈲アクティブ東北 歳桃　勝彦

094460002185 アクロストランスポート㈱　仙台営業所 佐々木　誠

094460002187 アサガミ㈱　仙台支店 松井　啓純

092230000020 アサノ運輸㈱ 中澤　正好

096630000571 ㈱アサヒセキュリティ　仙台営業所 坂井　茂之

094440001280 アサヒロジスティクス㈱　仙台営業所 伊藤　博之

092230001862 ㈱アシスト引越センター 安田　茂

092230001245 ㈲アシスト物流 川村　一雄

092230001538 ㈱アストモスガスセンター東北 北山　聡

092230001729 ㈱アズ物流サービス 千葉　秀則

092230000027 渥美商事㈱ 渥美　勝也

092230001220 ㈱アドバンス流通 宮川　弘見

092230001688 ㈱アトラクティブ 吉元　要了
と し の り

092230000034 ㈱荒鷹 荒川　修二

092230001577 ㈱アルス 跡部　洋子

092230001411 ㈲アルファーコーポレーション 菊池　幸夫

092230001791 ㈱イーストキャリー 菅原　昌美



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000983 ㈱池田運輸 池田　保治

099910001356 池田興業㈱　仙台支店 山口　淳志

092230000039 石川商運㈱ 石川　貢一

092230000987 ㈱泉エキスプレス 石井　廣海

092230001115 伊東工業㈱ 伊東　順一

092220000625 岩手紫波運輸㈲　仙台支店 千葉　和彦

092230000068 印刷荷役㈱ 佐藤　勝也

094450002581 ㈱インターネット　仙台営業所 安西　俊敬

094470001188 宇徳ロジスティクス㈱　仙台支店 古野　雄璽

092230000863 エア・ウォーター食品物流㈱ 細川　昇

092230000077 永幸運輸㈱ 岩佐　晴博

094460007959 ㈱ＨＹＳＹＳＴＥＭ　仙台営業所 煤賀　義浩

092230001269 ㈲エー・エス・ティー 横田　春清

092230001633 ㈱エース運送 早坂　富男

094410002429 エービーカーゴ東日本　㈱仙台営業所 三浦　尚史

092230001330 エーライン日陸㈱ 竹内 明

096630000027 ㈱エクシング　仙台営業所 池田　宏達

092230000914 ㈱エス 佐々木　義裕

092230001136 ㈲エス・アイ・カーゴ 孫　徳守

092230001340 ㈲エス・イー・サービス 大場　秀男

094460003362 ＳＧムービング㈱　仙台営業所 伊澤　正人

092230001742 ㈱Ｓ・Ｄライナー 大久保　忠晴

095560002732 ㈱エス・ディ・ロジ　北仙台営業所 川口　敏史

094440001927 ＳＢＳフレックネット㈱　東北物流統括部 石井　茂己

092230001805 ㈱ＳＹＣ 相田　滋幸

092230001647 ㈱ＮＳ　Ｌｉｎｅ 佐々木　智弘



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094460003661 ㈱ＮＳロジ東日本　東北支店 馬越　孝雄

094470001261 ㈱エネックス　東北支店 木間塚　則夫

092220001147 ㈱えびす　仙台営業所 佐々木　俊一

092220000490 Ｆ－ＬＩＮＥ㈱ 金海　豊隆

096630000038 ㈱エム・ティー・エス　仙台営業所 津布久　博

092230001623 ㈱ＭＫプラネット 樋口　和洋

092230001521 ㈱ＬＪＰ　仙台営業所 細川　秀元

092230000090 ㈲遠藤運送 遠藤　實

092230001794 ㈱エン・トランス 早坂　貴之

092230001180 ㈲オイカワ 及川　政明

092230001338 ㈲櫻建サポート 櫻井　健二

092230001523 ㈱オオエコーポレーションズ 嶺岸　秀則

094460000703 ㈱大崎　東北支店　仙台営業所 崎田　健二

092230000453 大郷運輸㈱ 高橋　利滋

094460004409 大友ロジスティクスサービス㈱　仙台営業所 菅原　英樹

092230000452 大衡運送㈱　本社 千葉　一生

092230001171 ㈲大平運輸 大平　芳輝

092230000454 大正運輸㈱ 早坂　正志

092230000110 小笠原建設運輸㈱ 小笠原　幸喜

092230001084 岡島物流㈱ 岡島　伸幸

092230001424 ㈱オガワ企画 小川　栄一

092230001581 小野リース㈱ 小野　明子

092230001020 ㈱海星運送 海上　望

092230000129 カイハツ生コン輸送㈱ 歳桃　英雄

092230000131 カイリク㈱ 佐藤　剛太郎

092240000329 ㈲柏屋運送　仙台営業所 齋藤　彰



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000136 ㈲カズフードサービス 伊藤　一宏

092230001473 ㈲加藤興業 加藤　秀秋

092230001720 ㈱加藤興業 加藤　正広

096630001052 カトーレック㈱　仙台営業所 阿部　忠則

092230000370 ㈲カネセイ運送 佐藤　逸郎

095560000928 ㈱カネヨシ　仙台営業所 鈴木　克尚

092230000150 カホク運送㈱ 佐藤　俊一

092230000990 河北新報輸送㈱ 遠藤　和利

092230000930 ㈲鎌田興業 鎌田　正造

092230001053 ㈱カマタ商会 鎌田　久二

092230000153 加美貨物自動車運送㈲ 鈴木　高明

092230000927 ㈲神永運輸 神永　操

092230001367 ㈲上谷産業 伊藤　德明

092230000159 川崎運送㈱ 遠藤　仁一

092230001823 ㈱環境施設 田中　直継

094470000149 ㈱関商ネットワーク　宮城営業所 今川　浩二

094430000415 関東運輸㈱　仙台営業所 佐藤　敏孝

091110000028 ㈱関東エース　仙台営業所 根田
こんだ

　恵史

092230001726 ㈱菊田総業 菊田　貴之

092230001288 ㈲キットエクスプレス 佐藤　克志

095560000936 キャリーネット㈱　仙台営業所 佐藤　裕一

092230001811 ㈱ＱＥＪ 小野　政美

094460002526 キユーソーティス㈱　仙台営業所 千坂　孝行

094440001413 共進運輸㈱　仙台営業所 佐藤　久幸

092230000183 共同輸送㈱ 髙橋　及也

092230001043 ㈱業配 佐藤　裕司



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094450000961 京北運輸㈱ 佐藤　良太郎

094460003076 共立輸送㈱　大衡営業所 菅原　寿一

094440001406 京和運輸㈱　仙台営業所 伊勢　浩

092230000184 協和運輸倉庫㈱ 髙橋　大輔

092230001036 協和物流㈱ 髙橋　信雄

092230000350 ㈲雲人 鎌田　直樹

092230001655 ㈱グランドコーポレーション 齋藤　孝浩

092230000951 ㈱クリーンコヤマ 板宮　司

092230001293 ㈱クリエイト 渡邊　和徳

094420000209 ㈱久留生商事運輸　東北営業所 浅野　福生

096630000676 グローリーＩＳＴ㈱　仙台営業所 吉川　貴展

092230000192 ㈲黒川運送 熊谷　力

092240004391 郡東エクスプレス㈱　仙台営業所 荻原　善光

092230000195 ㈲ケイエスケイライン 鈴木　薫

092230001850 （同）ＫＤＮコーポレーション 加藤　佳一

092230001598 ケイワイロジスティクス㈱ 伊藤　京一

094470001085 ケーエルサービス東日本㈱　仙台営業所 植野　靖

092230001810 ㈱ケーテック　東北営業所 山野内　宏幹

095560002472 ケーラインサービス㈱ 深堀　恒太

094460000096 ㈱コイシカワ 杵淵　幹太

092230001268 幸栄運輸㈱ 鈴木　富雄

092230000213 ㈱公害処理センター 佐藤　英美

092230000215 鋼材サ―ビス㈱ 森　正

092230000218 ㈱幸振運輸 髙橋　和夫



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092240000042 ㈱厚成社　仙台営業所 細島　慶一

096630001834 鴻池運輸㈱　仙台定温流通センター営業所 一色　尚人

096630001834 鴻池運輸㈱　宮城流通センター営業所 根木　俊文

092230001886 ㈲晃陽 後藤　雅章

092230000222 ㈱光陽運輸 加藤　孝一

092230001341 ㈲興洋開発 早坂　咲子

092230000227 國際物流㈱ 小山　浩之

092240000256 ㈱こばうん 齋藤　陽一

092230001689 ㈱小林商事 小林　昭彦

092230000243 今野運輸㈱ 今野　政寿

094440001554 埼玉西濃運輸㈱　東北営業所 佐々木　正之

092220000042 ㈱齋藤運輸　仙台支店 齋藤　政喜

092230000255 ㈱さいわい急便 加藤　崇

096630000080 ㈱サカイ引越センター　仙台北支社 佐藤　功一

096620000477 佐川急便㈱　仙台営業所 佐竹　公寿

092230001711 ㈱サクシン機工 鎌田　久二

094460000106 ㈱サクラ 大江　晃

092230000263 ㈲桜井産業 櫻井　清弥

092230001788 ㈲さくら建機 櫻井　修子

092230001889 ㈱桜Ｌｉｎｅ 鈴木　友和

092230000272 ㈲佐孝運輸商事 佐藤　雅子

092230000271 ㈲佐々重運輸 佐々木　重樹

091150000145 佐藤運送㈲　仙台営業所 齋藤　正則

092230000052 ㈱佐藤産業 佐藤　利雄

092240000541 鮫川運送㈱ 芳賀　篤徳



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000285 澤田商事㈱ 澤田　正

092240000543
ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱　東日本支社　宮城営
業所

菅原　周

092230001622 ㈱三榮仙台　本社営業所 袖井　利孝

092230001662 ㈱サンエムティ 小幡　誠

092230000787 三喜運輸㈱ 阿部　雅浩

099910001099 山九㈱　東北支店 山田　清高

094460003585 産業振興㈱　仙台物流センター 堀松　洋伸

092230000291 三協輸送㈱ 大津　美智子

092230000294 三光運輸㈱ 佐藤　茂

092230000929 ㈱サンコール 佐藤　季之

091110000399 三新輸送㈱　仙台営業所 三浦　孝幸

092230000790 ㈱サンユー 三浦　忠昭

092230001738 ㈲三友自動車 鈴木　かよ子

093310000191 サンワ重搬㈱　仙台営業所 石川　勲

092240000285 ㈱しあわせ 川村　英明

092230001723 ㈱シーエス 越河　幸男

094440000045 ㈱シーエックスカーゴ　富谷営業所 福田　浩士

092230001753 ㈱ＧＭトランスポート 石井　良一

092230001877 ㈱ＣＬＭ 小川　哲

092230001663
㈱ジェイアール貨物・東北ロジスティクス　仙台営
業所

伊藤　悟

094450000036 Ｊ－ロジテック㈱　東北陸運部 福原　明彦

095550000133 ㈱静岡サンワ　仙台営業所 十河
そ ご う

　真弥
ま さ み

095550001018 静岡三和梱包運輸㈱　仙台営業所 竹村　元伸

092230001547 ㈱シフト 相澤　和広

094470006044 ㈱シブヤトランスポートサービス　仙台営業所 渋谷　道義

092240000110 ㈱ジャス　仙台営業所 関根　謙次



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001678 ジャパンフードライン㈱ 菅野　幸浩

092240004278 ㈱昇栄　輸送部　仙台営業所 金田　昇

092230000328 ㈱庄子運送 庄子　清一

094470006959 ㈱湘南アローライナー　仙台営業所 森崎　光

092240000574 城南物産運輸㈱　仙台営業所 佐藤　一也

094420001282 ㈱祥和ロジスティックス 押山　茂

093320000435 ㈲シンエイ・ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ　仙台営業所 田口　正昭

094460003864 ㈱新開トランスポートシステムズ 中山　博

092230000340 新宮物流㈱ 庄子　哲司

095520000301 ㈱シンクラン　仙台営業所 柳内　伸弥

092230001200 新港運輸機工㈱ 島田　輝幸

092230000998 ㈲新成運輸 阿部　俊幸

092230001460 真藤急便㈱ 真藤　謙二

092210000236 ㈱新日本物流　仙台営業所 盛　剛

094420000298 ㈱真和物流サービス 佐藤　利勝

094470005549 ㈱杉孝　仙台機材センター 遠藤　智代

092230001409 鈴木工業㈱ 鈴木　伸彌
シンヤ

092230001640 ㈲鈴木物流 鈴木　利信

092230000367 ㈱鈴孝建機 菅原　大資
だいすけ

092230001212 スズシン物流システム㈱　仙台大衡営業所 菊地　秀二

092230001379 ㈱鈴与カーゴネット東北 西山　一実

092230001162 ㈲スマイルワークス 川島　勝志

094460000165 ㈱スリーエス・サンキュウ　仙台営業所 森戸　浩司



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000371 ㈲すわ運輸 宍戸　祐太

092230001645 ㈱盛運 千葉　大介

092230001154 成運㈱ 佐藤　利成

094410000109 ㈱誠光運輸　仙台営業所 荻谷　家光

092230000206 ㈱盛功流通 鈴木　悟

095540000437 西濃エキスプレス㈱　仙台営業所 山路　秀和

094440001754 セイノースーパーエクスプレス㈱ 川村　清司

094440000471 ㈱セイフティ輸送　仙台支店　仙台営業所 竹中　直美

094460002334 セコム㈱ 阿部　謙二

092230001642 ㈱ゼロワンエクスプレス 高橋　啓一

096630002451 泉海商運㈱　仙台営業所 石井　康太郎

096630001121 センコー㈱　東北主管支店 髭　幸治

092230000759 仙台エクスプレス㈱ 鈴木　健司

092230000390 仙台オ―ト輸送㈱ 安藤　通
みち

啓
ひろ

092230000393 仙台喜多運輸㈱ 佐々　哲也

092230000395 ㈲仙台くみあい運輸 浅野　昭実

092230000403 ㈱仙台食品運輸 阿部　七七男

092230001400 協業組合仙台清掃公社 山田　政彦

092230000409 仙台中央運送㈱ 樋口　義弘

092230000410 ㈱仙台中央卸売市場配送センタ― 松浦　洋美

092230001795 仙台日梱㈱ 江原　勝雅

092230000412 仙台日通運輸㈱ 村井　武浩

092230000413 ㈱仙台配送 尾上　寿昭

092230000934 ㈱仙台ピアノサ―ビス 若生　照明

092230001646 ㈱仙台物流サービス 佐々木　孝彦

092230000419 仙台北信運輸㈱ 小林　克彦



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000422 ㈱仙台丸井運輸 菊地　典雄

092230000423 ㈲仙台丸周 浅野　政行

092230000762 ㈱仙台丸水配送 鈴木　良徳

092230000424 ㈱仙台ミトモ 松尾　昇

092230001856 ㈱仙台睦 昆野　伸二

092230000425 仙台ライオン運送㈱ 原田　陽一

092230000426 仙台陸運㈱ 菊地　徹

092230000427 ㈲仙台立和運輸　本社営業所 林　一成

092230000440 センバシステム流通㈱ 千葉　吉行

092230001448 ㈲センヨウテックス 千葉　春義

094420000052 ㈱ソウイング 大竹　昌之

094470004202 綜合警備保障㈱　警送宮城支社 平塚　友士

092230001680 ㈱ソウルロジス 海老澤　元

092230000097 ㈱ダイカツ 大友　竜太

092230000098 大金運輸㈱ 大熊　杜生

092230001750 ㈱大賢 須藤　友貴

092210000693 ㈱大興　仙台営業所 川口　利彦

094440000291 ㈱大光産業輸送　仙台営業所 古沢　宏章

095550001093 大五ロジスティクス㈱　宮城物流センター 熊谷　真裕

092230001107 ㈱大商 板橋　義春

092230000957 ㈱大政商事 斎藤　政美

092230000459 大仙運輸㈱ 渡邉　修

094460004383 大東実業㈱　仙台営業所 湯本　嘉行

094440001572 太平洋陸送㈱　仙台営業所 鴻巣　毅

092230001002 タイホーロジテム㈱ 大友　正昭



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001275 ㈲大丸商事 大丸　淳

092230000465 太陽運輸㈱ 千葉　覚

092240000059 ㈱太陽流通サービス　仙台営業所 佐藤　正美

094470000072 ㈱タカラ倉庫運輸サービス　仙台営業所 澤田　満広

092230001305 ㈲タキエンタープライズ 瀧下　文代志

092210003252 ㈱タクミ配送 村上　光広

092240000444 伊達貨物運送㈱　仙台支店 岩間　裕之

092230000489 立山輸送㈱ 江村　栄蔵

092230001017 玉川重機工業㈲ 高橋　基成

092230000961 丹豊建機興業㈲ 丹野　信雄

092230000503 ㈱地原 栗原　修平

093330000488 中越運送㈱　仙台物流センター 田中　誠

094460004482 中越テック㈱　東北営業所 浦山　克之

092230001035 ㈱中央建材 金子　信一

097740001168 中鋼運輸㈱　仙台営業所 佐藤　和人

095560001606 司企業㈱　仙台営業所 小川　香

092230001773 ㈱角田商運 角田　広

092230001381 ㈲翼陸運 千葉　勝彦

096630000133 ㈱つばめ急便　仙台センター 高橋　真也

092230001721 ＴＨＳ仙台㈱ 八桁
や げ た

　義章

094460004700 ＴＳネットワーク㈱　仙台流通センター 日向野　好司

092230001844 ㈱Ｔ・Ｍロジスティクス 菅原　敏秋

093320000398 ㈱ティスコ運輸 菅原　茂秋

092230001150 ㈱テクニカルサービスオガワ 小川　宗寿

095560002003 勅使川原産業㈱　仙台営業所 小松　純一



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094470001915 東京アンデス物流㈱　仙台営業所 志賀　康騎

092230001163 ㈲東弘重機 榊原　敬吾

092230000529 東仙運輸㈱ 伊藤　敬人

092230000531 東日運送㈱ 庄子　哲朗

092230000533 ㈱東配 渡辺　誠治

092230000411 東磐運輸㈱ 菅原　良徳

092230001576 東北いづみ運輸㈱ 友森　一浩

092230001675 ㈱東北エクスプレス 金澤　敏充

092230001769 東北エステート㈱ 西村　正

092230001235 ㈱東北カーゴ 今野　敏幸

092230000540 東北貨物運送㈱ 田原　洋一

092220001187 ㈲東北キャリーサービス 佐々木　力

092230000541 東北急送㈱ 佐藤　辰男

092240000667 東北クリーン運輸㈱　仙台営業所 秋山　昌人

092230000550 ㈱東北酸素 小澤　典雄

092220000491 東北新開㈱　仙台営業所 赤堀　茂

092240004368 東北西部運輸㈱　仙台支店 加藤　伸昭

092230001507 ㈲東北関宿急便 鶴岡　淳

092230001894 ㈱東北タイセイ物流 渡辺　徹

092230000561 ㈱東北デイリーサービス　本社事業部 広谷　麻彦

092230000563 東北鉄道運輸㈱　仙台営業所 門間　寿

092230000565 東北新潟運輸㈱ 井上　賢司

092240000671 東北乳運㈱　仙台営業所 門馬　泰史

092230000573 東北丸八運輸㈱ 三田村　信元

092220000609 ㈱東北丸和ロジスティクス　仙台営業所 平野　健治



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000575 東北宮田物流㈱ 濱田　稔

092230000576 東北メ―ルサ―ビス㈱ 倉内　信夫

092230001559 東北リース㈱ 菅野　泰弘

092230000580 東北流通運送㈱ 黒川　久

094460004880 東洋メビウス㈱　仙台支店 佐藤　勉

092230001352 同和警備㈱ 髙橋　宏知

092230000517 トーブサービス㈱ 佐藤　武男

092230000585 ㈲鴇田運送 鴇田　薫

091110000662 ㈱トッキュウ　仙台営業所 工藤　真也

092230000590 富田運輸㈱ 富田　慎也

096630003241 ㈱トミナガ　仙台支店 小笠原　昭紀

092230001206 協業組合富谷環境 氏家　和弘

092230001238 ㈱トムラ商事 戸村　賢治

092230001896 ㈱トラビスサポート仙台 渡辺　洋

092230000864 ㈱トランシス東北 角田　敦子

092230000601 ㈱中川商運 中川　助男

092230000984 ㈲長沢工業 長沢　浩一

092230000604 ㈲中田運輸 佐竹　朝雄

092230000399 ㈱ナカノサービス 清遠　太喜

096630003512 浪速運送㈱　仙台センター 佐藤　高好

092230000348 ㈱新妻産業　仙台営業所 渡邊　今朝雄

093330000460 西川運輸興業㈱　仙台営業所 佐藤　明

092230001638 ㈱日輪 日下　雄志

094460004992 日軽物流㈱　東北支店　仙台営業所 今野　正希

095570000066 ㈱日硝ハイウエー　仙台営業所 森　雄治



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094440001983 日成運輸㈱　仙台営業所 安部　則彦

092230001128 ㈲ニッテツ 髙橋　忠道

092220000741 ㈱日配運輸　仙台営業所 山﨑　康成

094460005096 日本通運㈱　東北グローバルロジスティクス支店 佐竹　陽一

094460005096 日本通運㈱　仙台支店 赤間　立也

094460005096 日本通運㈱　東北重機建設支店 佐々木　宏

094460007636 日本郵便輸送㈱　東北支社 戸巻　悟

094460007636 日本郵便㈱　東北支社 古屋　正昭

092230000812 日本運輸倉庫㈱　仙台支店 猪股　稔

092230001463 ㈲日本軽貨物仙台 佐々木　哲治

094460005092 日本図書輸送㈱　仙台営業所 清水　政幸

094460005058 日本フレートライナー㈱　東北支店 岡崎　一夫

094460000242
㈱ニヤクコーポレーション　東北支店　多賀城事
業所

今野　和彦

092230000632 沼田運輸倉庫㈱ 沼田　一義

097740000033 ㈱ネストロジスティクス　仙台営業所 川村　和夫

094460000239 ㈱ハート引越センター　仙台センター 鹿ノ子　正敏

092230001236 ㈱バイタルエクスプレス 菊地　茂樹

092230000633 ㈱萩原・運輸 萩原　研一

092230000705 ㈲ハザマ運輸 狭間　平保

092210000613 八戸通運㈱　仙台営業所 伊藤　浩明

092230000642 蜂谷運輸倉庫㈱ 蜂谷　幸男

092230001866 ㈱ハチヤ通商 佐々木　慶美

092230000588 土生木運輸㈱ 土生木　道夫

092230000646 ㈱浜名コーポレーション 五十嵐　友治郎

094440000091 ㈱ハヤカワ　仙台営業所 早川　功



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000650 原啓㈲ 菅原　清七

092230000651 ㈲針生産業 針生　守

092230000654 ㈱ビー・アイ運送 二階堂　孝宏

092230001302 ㈲ビーエスホットワーク 佐々木　信二

092230000461
東日本エア・ウォーター物流㈱　東北支店　仙台
区域営業所

柴田　淳也

092230000415 東日本ふそう陸送㈱ 永倉　勝信

092230000664 ㈱東日本陸送 大内　久美子

092230000658 東日本流通運輸㈱ 江種　雅彦

096630000631 ㈱樋口物流サービス　東北支店　仙台営業所 千葉　典雄

091140000270 菱中海陸運輸㈱　東北営業所 鶴巻 善郎

094410001320 ㈱日立物流東日本　東北営業部 駒場　学

092230001762 ㈱ピック・アップ 阿部　誠

094460000271 ㈱ヒューテックノオリン　東北支店 松田　吉彦

092230001724 ㈱ヒロキ 引地　弘喜

092230001192 ㈱ＨＩＲＯコーポレート 長澤　浩之

094460002448 ファースト運輸㈱　仙台営業所 関
セキ

　毅
タケシ

092230001540 ㈲ファースト流通 山田　邦義

092230001875 ㈱ファインテック 菅谷　文彦

099910001528 福岡運輸㈱　仙台営業所 塩竈　一也

092240000356 福島日配運輸㈱　仙台営業所 引地　克之

092240000080 ㈱福島輸送　仙台支社 西城　克博

097740001346 福山エクスプレス㈱ 中川　忠

096650000381 富士運輸㈱　仙台支店 飯田　友和

092230001792 ㈱藤企業 齋藤　義彦

092230001140 ㈲フジケン 藤倉　勝美



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000874 ㈱フジヒロ 伊藤　恵美

092230000680 ㈱フジ物流 藤岡　公男

094470002063 富士陸運㈱　仙台営業所 相澤　一喜

092220000505 二葉運送㈱　仙台支店 藤原　龍也

097740001037 双葉運輸㈱　仙台営業所 佐藤　英

092230001444 ㈲船形観光 小川　博資

093330000094 プリヴェ運輸㈱ 阿部　智博

096630001185 ブルーエキスプレス㈱　仙台営業所 宮堺　一

092230001790 ブルームビルド㈱ 小関　朋宏

092230000688 ㈱古川運輸 茂泉　勝弘

095570001072 ㈱ベスト・トランスポート　東北営業所 横山　政幸

092230001364 ㈲ベストライン 鈴木　進

097740001366 法成寺運輸㈱　仙台営業所 岩木　信之

092230000950 ㈱ホームエネルギー東北 結城　茂道

092230000700 北昭運輸㈱ 高橋　幸

092230001094 ㈲北神物流 福田　浩一

092230000702 北星運輸㈱　仙台営業所 田中　利之

092230001167 ホクトウサービス㈱ 林　信二

092230001744 北陸実業建設㈱　東日本支社 仲山　一也

094470000993 ㈱北海興業　仙台営業所 太田　光祐

091110000953 ホッコウ物流㈱　仙台支店 福岡　忠

093310000290 本荘運送㈱ 徳永　圭一

094410001149 前山倉庫㈱　仙台営業所 前山　諭

092230001725 ㈱松浦重機東北 笠原　道明

092230000715 ㈲松本運輸 松本　れい子



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

093320000027 ㈱丸市運送　仙台営業所 早坂　克也

095520000362 丸運トラック㈱　仙台営業所 齋藤　隆行

094410001996
㈱丸運トランスポート東日本　東北支店　宮城営
業所

岡村　敬士

092220000716 ㈱丸運ロジスティクス東北　仙台営業所 松岡　秀和

092240000490 丸ヵ運送㈱　仙台営業所 佐藤　信成

092230000768 丸久㈱ 平山　裕一

092230000993 ㈱マルケン総業 齋藤　賢二

092230000741 丸鹿運送㈱ 鹿郷　文博

092230000747 ㈲丸真運輸 眞壁　康弘

092230001354 ㈲マルダイ興星 星　桂子

092230001360 丸武建設㈱ 菊池　正美

092230000761 丸中倉庫運輸㈱ 中村　敏夫

093320000083 ㈱丸の内運送　仙台営業所 小林　茂美

092230000772 丸祐商事㈱ 大友　祐介

094460008043 ㈱ミー・ロジ 木田　文人

092230000940 ㈱三浦組 三浦　修

092230000788 ㈲路合通商 森　正

092230000789 ㈱みちのく企業 大須賀　啓

094440002306 ㈱ミツギロジスティクス仙台 田村　守

092230001799 ㈱ｍｉｓｓｉｏｎ 日野　克美

093320000228 三星運輸㈱　仙台営業所 清水　勝典

092230000794 ㈲港興業 赤間　正良

092230001449 ㈲美藤流通システム 丸鶴　智大

092230001131 ㈱宮城衛生環境公社 風張　光久

092230001047 ㈲ミヤギカーゴ 佐々木　信二



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001876 宮城建設工業㈱ 中山　大護

092230001289 宮城興業㈱ 小松　克俊

092230000810 ミヤギトランシット㈱ 横沢　弘忠

092230000811 宮城乳運㈱ 浅野　幸悦

092230000815 ㈱宮城陸送 三浦　麗子

092220000424 三八五通運㈱　宮城営業所 星　憲治

092230000816 宮十運輸㈱ 亀山　武弘

092230000965 ㈱ミヤテック 後藤　勝治

092230001803 ㈱みやび運輸商事 伊藤　雅浩

092230000344 むつば物流㈱ 千葉　六男

092230001697 睦㈱ 下手　良仁

092230001766 村上建設工業㈱ 村上　隆樹

092230000825 ㈲明進運送 井上　誠文
あきふみ

092230001001 ㈲明成流通 三浦　浩

092230000826 ㈱明仙運輸 小山　信一

094460000922 ㈱明送　東北営業所 有路　正広

094460005434 名糖運輸㈱　仙台物流センター 松本　裕

092230001138 ㈲明配 加藤　俊正

092230000838 ㈲杜運輸 山内　敦

092230001246 ㈲森運輸 阿蘇　勉

092210000515 盛運輸㈱　仙台営業所 盛　大剛
も り だ い ご う

092230000841 ㈲守屋チップ輸送 守屋　長司

092230000369 ヤカタ産業㈲ 遠藤　福太

095550001397 躍進運輸㈱ 佐藤　栄祐

092230000997 ㈲ヤクボ物流 矢久保　崇



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094460005497 柳田運輸㈱　仙台営業所 齋藤　義弘

093320000242 山形陸上運送㈱　仙台営業所 長岡　広幸

094460000123 ㈱ヤマザキ物流　仙台営業所 狩野　康介

092230000858 山田運送㈱　仙台営業所 山田　正

092230000862 大和工業㈱ 高橋　章

094460006974 ヤマトホームコンビニエンス㈱　仙台支店 佐藤　俊介

094440002927 ヤマトボックスチャーター㈱　宮城支店 角田　勇雄

094460003174 結城運輸倉庫㈱　仙台営業所 堀川　利光

094460002986 吉川運輸㈱　仙台営業所 伊藤　雅幸

094430000144 ヨシダ急送㈱　仙台営業所 吉田　徹

092230000081 ㈱ライフサポート・エガワ東北 江川　哲生

092230000560 ㈱ラインサービス 小野寺　昭夫

094420000478 ラクダ運輸㈱　仙台営業所 木村　仁一

099910000070 ㈱ランテック　仙台支店 山下　淳

092230000884 陸前運送㈱ 佐藤　武彦

094460007666 ㈱リネット　仙台営業所 木須　一好

092230000889 ㈲利府運送 郷右近　繁樹

092230000891 龍北運輸㈱ 渡邉　富男

092230000892 ㈱リンカイ物流 菊田　菊夫

092230001616 ㈱レイテック 大友　顕彦

096630000208 レンゴ―ロジスティクス㈱　新仙台営業所 岩佐　哲也

092230001700 ㈱ロジコム 小山　幸也

092230001603 ロジトライ東北㈱　仙台事業所 中野　巧

092230001582 ㈱ロジネクス 八木原　正明

094460000261 ㈱ロジパルエクスプレス　仙台営業所 宮﨑　大輔



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001319 ワールド警備保障㈱ 大塚　静夫

094460004958 ㈱ワールドサプライ　仙台営業所 澤　英宏

091110001168 ワールドトランス㈱　東北支店　仙台営業所 齋藤　教之

092230001122 ㈱ワイティ・クリエイション 吉田　俊浩

092230000905 ㈱渡辺建材 渡辺　建一郎

092230001819 ㈱ワンライズ 太田　圭一

092230000676 カメイ物流サービス㈱　仙台泉営業所 紀野国　泉

利用運送・番号不明 コマツ物流㈱ 上田　哲也

092230000389 ㈱仙台運送　サ―ビスセンタ― 菊地　徹

仙台港運送事業協同組合 大須賀　啓

仙台トラック事業協同組合 庄子　清一

㈱仙台トラックタ―ミナル 赤間　立也

092230000455 ㈱大昇物流　仙台営業所 和野　尚史

東北交通共済協同組合 大熊　杜生

東北郵便輸送協会 渡部　貞

日通東北輸送事業協同組合 佐竹　朝雄

092230000637 迫トラック㈱　仙台営業所 上野　寿夫

094460000859 ㈱日立物流　東北営業所 椎名　隆

陸上貨物運送事業労働災害防止協会　宮城県
支部

赤間　立也



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094460006460 ㈱アクティオトランスポート　仙台営業所 芳賀　雅宏

094460004679 東海運㈱　東北営業所 我妻　良一

092230000029 阿武隈運輸㈱ 鈴木　和浩

094430001026 ㈲新井運輸倉庫　宮城営業所 田中　博実

094430000077 ㈱新井商運　仙台営業所 高橋　眞三

092230001321 ㈲イズミ建材 大泉　好治

092230000062 ㈲猪股運送 猪股　いさ

092220000321 岩手雪運㈱　仙南営業所 平間　信弘

092230001705 ㈲ウエジュウ技建 齋藤　充

092230001317 エアーポート物流㈱ 髙橋　章浩

092230001333 ㈲エイテック 黒田　吉昭

092230001776 ㈱エートランス 安藤　亜喜良

092230000279 ＳＳスチール開発㈱ 中里　浩晴

092230001745 ＳＳスチールライン㈱ 中里　浩晴

092240000543 ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱　東北物流課 柴田　静司

092230000084 越後自動車㈲ 越後　敏

092230001382 ㈲エムエスケーサービス 三浦　友行

092230001687 ㈱エムエス物流 佐藤　守一

092230001371 ㈱エムラインサービス 横山　博

094410001181 大川運輸㈱　宮城営業所 大川　功

092230001285 ㈲太田建材店 太田　利行

097740001126 大森運送㈱　東北営業所 大森　博文

092230000109 ㈲岡崎建材 岡崎　守

092230001478 ㈲岡田砂利店 岡田　清繁

092240000457 岡田陸運㈱　仙台支店　亘理営業所 大坂　秀人

仙　南 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000122 ㈲小野運輸 小野　嘉久

092230000946 ㈲折笠建材工業 折笠　市男

092230000130 ㈲開発輸送 高橋　敏男

092230001005 ㈲カネシゲ建機 小島　良子

092230001649 ㈱亀岡建設 亀岡　實

092230001139 ㈱川口砂利 川口　司

094410000064 ㈱関東貨物　宮城支店 奥谷　泉

094460003041 京極運輸商事㈱　蔵王事業所 平間　崇宏

092230001860 ㈱ケーワイ物流商事 赤堀　清貴

092230000191 ㈱栗村産業運送 栗村　良孝

095570003338 ㈱広大産業 関谷　充敏

096630001783 弘容通商㈱　仙台営業所 村木　利雅

092230000180 ㈱興隆運輸 渡邉　正

092230001057 ㈲斎藤建材 齋藤　茂

092230001406 ㈲サカエ物流 佐藤　稔

092230001911 ㈱サクシード 阿部　敦忠

092230001899 ㈲佐建 佐藤　健一

092230000273 ㈲佐忠産業 佐藤　仁

092230000275 ㈲佐藤運送 佐藤　佳廣

092230000278 ㈲佐藤青果 佐藤　宗雄

092230001052 ㈲サトー商運 佐藤　繁伸

092230000290 三共トラック㈱ 平田　静

092230000297 サントー運輸㈲ 伊藤　文典

092230000302 三明工業㈱ 佐藤　浩枝

094450000474 ㈲三和トラック　宮城支店 後藤　康夫



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001429 ㈱三和物流 小浦　正規

092230001879 ㈱GWアクレス 山家　忠雄

094470000052 ㈱ジェーラインエクスプレス　仙台営業所 菊地　浩

092230001804 シグマテック㈱　東北支店 深江　伯史

092230000321 柴田運輸㈱ 平間　竜一

094460000573 ㈱首都圏物流　仙台支店 井上　幸治

093330000953 樹氷ライン㈱ 脇澤　修

095520000927 城西物流倉庫㈱　仙台営業所 水谷　春幸

092230000332 ㈱白石運送 小関　伸一郎

093310000041 白石遠藤運輸㈱ 遠藤　武義

092230000333 白石貨物㈱ 髙子　秀明

092230001808 ㈱杉沢工務店 杉沢　仁

092230001882 ㈱スズキショップわたり 成毛　政孝

092230001758 ㈲スタイル 菅原　日出人

094460003999 清興運輸㈱　仙台営業所 太田　英幸

092230001158 ㈲セイシン 今野　清一

094460002789 センコーエーラインアマノ㈱　仙台営業所 池田　茂人

092230000398 センコン物流㈱ 久保田　賢二

092230001270 仙山テクノクラフト㈱ 熊谷　政志

092230000435 ㈲仙南通運 髙野　聡

092230000447 第一梱包運輸㈱ 平　邦幸

092230001816 ㈱大健運送 大宮　誠子

095550001098 大昭倉庫㈱　仙台営業所 大友　浩司

092230000458 大誠運輸㈱ 髙橋　英明

092230000558 大虎運輸東北㈱ 梶本　幸司



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000466 ㈱平産業運輸 平　良夫

092230000470 ㈲高繁工業 北郷　充雄

092230001532 高橋機工㈱ 高橋　英樹

094430000103 ㈱立川運輸　宮城営業所 我妻　光一

092240000444 伊達貨物運送㈱　白石営業所 永浦　芳則

092230000490 田中建材輸送㈱ 田中　優一

092230001114 ㈲丹野運送 丹野　知

093330000490 中越通運㈱　仙台ＡＬＣ 中山　和郎

093330000487 中越ロジテム㈱　仙台営業所 澤野　義廣

092230001692 ㈱ディートランス 檀崎　忠二郎

092230000539 ㈲東北開発輸送 山田　一人

092230000551 ㈲東北三立運輸 白石　進

092230000556 東北センコー運輸㈱ 荒　賢一

092230000554 東北トラッキング㈱ 中村　潤

092230000566 ㈲東北日流 阿部　千鶴

092240000671 東北乳運㈱　白石営業所 門馬　泰史

092230000569 ㈲東北バリュー企画 矢内　克己

094440001951 東洋商事㈱　仙台営業所 櫻井　雅章

092230000583 ㈲冨樫運輸 冨樫　常夫

092230000587 ㈱とくら運送 鈴木　宣一
ノリカズ

092230000605 長田商運㈱ 長田　秀雄

092230000612 ㈲名取貨物運送 渋谷　洋一

092230000244 名取交通㈱ 今野　直志

095550000350 ㈱七栄 伊倉　昭次

092230001572 ㈱ナルケ自動車　仙台店 成毛　政孝



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092240000679 日化運輸㈱　仙台営業所 菅原　弘志

094460000235 ㈱ニッカコーポレーション　東北支店 佐々木　勝弘

092230001732 ㈲日誠オート 布田　敏弘

092230001248 日通エネルギー東北㈱ 中村　和彦

094460005088 日本梱包運輸倉庫㈱　角田営業所 井上　智行

094460005096 日本通運㈱　仙南支店 安田　勝裕

094450000141 ㈱仁和運送　仙台営業所 大池　広見

092230001857 ㈲ネットワーク物流 最上　正俊

092230001490 ㈲能田総業 能田　勇

092210000337 ㈱八戸急行　宮城営業所 川守田　達也

092230001465 ㈲針生店 針生　利勝

092230000653 春山運輸㈱ 金山　太

092230000391 ㈱ビースタッフ 田沼　壮一

092230001817 ひかりオート㈱ 三浦　武史

092230000659 ㈲ひきち運送 引地　長一

095560000192 ㈱久津運送店　仙台営業所 平間　博明

091110001639 日立物流ダイレックス㈱　仙台営業所 村上　秀樹

092230001764 ㈲ファイン・ペイブメント 丹野　洋一

094450000843 フジ運輸㈱　仙台営業所 丹治　亮人

092230001436 ㈲藤幸エクスプレス 佐藤　正吉

092230001835 ㈱ホーヨクライン・イースト 大湯　勝紀

092240001268 マクサム通運㈱　仙台営業所　仙台物流センター 右近　八郎

092230001314 ㈲増川建材 増川　久信

092230000712 ㈱枡建設 枡　健児

092230000782 ㈲丸カ運送 小住　伸一



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001722 ㈲マルカコーポレーション 鹿島　宗和

092230001148 ㈱丸正精建 大宮　正信

092230001209 ㈲丸孝商事 佐藤　孝行

092240000478 丸永運送㈱　仙台支店 貝沼　榮二

092230000776 ㈲丸森運輸 勝又　徳一

092230000777 丸山㈱ 佐藤　義信

092230001754 ㈱三貴 大友　春男

092230000971 ㈲美咲急送 最上　正弘

094410000669 みなと運送㈱　東北支店 川口　渉

092230000798 ㈱宮城運輸 高田　登志江

092230000446 宗運㈱ 北條　貞介

092230000823 村田小型運送店 佐藤　英雄

097740000964 ㈱ムロオ　仙台支店 山下　俊一郎

092230001420 毛利建材 毛利　正二

092230000840 守屋運輸㈱ 守屋　長光

092230001222 ㈲八幡商運 八幡　良則

094440000761 山繁陸運㈱ 山田　繁喜

092230000467 ㈲大和一般輸送商会 大和　弘一

092230001676 ㈱ヤマモト商事 根田　新二郎

092230001694 山家工業㈲ 山家　和夫

092230000872 ㈱友樹運輸　蔵王営業所 猪股　正人

092230000873 結城組㈱ 結城　寛

092230000875 閖上トラック㈱ 針生　美千子

092230001227 ㈱横山産業 横山　義信

092230001021 ㈱吉田建材店 吉田　市夫



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001375 ㈲良光運送 阿部　繁

094430008085 両備トランスポート㈱　群馬支店　宮城営業所 田邉　学

094470001475 ㈱ロジス・ワークス　仙台事業所 加藤　俊昭

092230001893 ㈱ＬＯＧＩ－ＰＬＡＹＥＲ 柿沼　康友

092230001798 ㈱ワークエコ 渡邉　安文

094460003633 若林運送㈱　仙台営業所 若林　権太郎

092230001739 ㈱若生技建 若生　隆一

092230001771 和光興業㈱ 日下　和博

094450007660 ㈱和香商事 藤田　秀昭

092230000906 ㈱ワタケン 渡辺　憲明

092230000907 渡邊建設㈱ 渡邊　広美

092230000911 ㈲渡部建材 渡部　長一

094440002318 渡部容器㈱ 渡部　達巳

092230000676 カメイ物流サービス㈱　白石営業所 高橋　学

092230000676 カメイ物流サービス㈱　仙南営業所 髙橋　直昭

096630001121 センコー㈱　東北主管支店　臨空ＰＤセンター 小池　裕之

092230001603 ロジトライ東北㈱　仙南事業所 川村　大

092230000006 アイセイ運輸㈱ 相沢　匡

092230001770 ㈱アイテック 相澤　公仁彦

092230000012 青バラ運輸㈲ 米澤　眞一

098810000377 ㈲赤澤運送　河南営業所 板東　靖彦

092230000015 阿川急便 阿部　吉治

092230000023 あさひ運輸㈱ 坂本　博司

092230000026 ㈲愛宕運輸 千葉　浩

石 巻 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000028 ㈱渥美商事運輸 渥美　滋

092230000042 ㈲石巻機械サービス 菊地　三郎

092230000043 石巻漁港運輸企業組合 新妻　秋雄

092230000049 石巻みなと商運㈱ 齋藤　浩喜

092230000050 ㈲石母田運送 石母田　洋和

092230001584 ㈲石森急送 石森　貢

092230000988 ㈲石陸運輸 齋藤　時男

092230000058 ㈲一力運輸 加藤　雅章

092230000065 ㈲岩倉急送 岩倉　公

092230001708 ㈱ヴィアンドコーポレーション 佐藤　一貴

092230000072 ㈱臼井運送 齋藤　早苗

092230001104 ㈲栄伸物流 後藤　安則

092230001611 エイチ・イー・エス．電化サービス㈲ 遠藤　秀勝

092230001380 ㈲エスアイ興業 伊藤　智

092230001079 ㈲エスケー商事 阿部　雅和

092230001207 エスプリ㈱ 佐藤　剛太郎

094410000924 江戸町運送㈱　石巻営業所 佐藤　浩一

092230001888 ㈱エハタ運輸 荏畑　公一

092230001161 ㈲遠藤建材 遠藤　宏

092230000091 遠藤興業㈱ 遠藤　正樹

092230000117 奥洲物産運輸㈱ 菅井　武英

092230000104 ㈲大橋運輸 大橋　強

092230000111 ㈲尾形運輸 尾形　良夫

092230001746 ㈱尾形土建 尾形　勇一

092230000112 雄勝トラック㈱ 藤本　忠夫



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000829 女川運輸㈱ 鴇田　英俊

092230000830 女川魚類運送企業組合 髙橋　輝孝

092230001717 ㈱小野寺運輸 小野寺　良一

092230000138 ㈲勝又運輸 勝又　秀幸

092230000140 ㈲金森運送 阿部　浩

092230000147 カネフジ運輸㈱ 須藤　睦弥

092230001512 ㈲河北クリーンセンター 阿部　正孝

092230000151 河北トラック㈱ 齋藤　匡

092230000964 ㈲亀山急送 亀山　清輝

092230001684 ㈱北上重工 大和田　昇

092230000175 ㈲北村運輸 北村　彰平

092230001175 ㈲木村商事 木村　典雄

092230000177 ㈱木村土建 木村　浩章

092230001561 ㈲グルメイト 阿部　正美

092230001260 黒須興業㈲ 黒須　庄一郎

092230001015 ㈲ケイ・ワイ運送 小山　泰

092230001841 ㈱ＫＭＴ 安藤　喜美男

092230001000 ㈲高信運輸 阿部　信之

092230001671 幸和運輸㈱ 佐藤　満博

092230000251 齋藤建設㈱ 齋藤　稔

092230000258 ㈲境運輸 境　俊一

092230000265 ㈲桜田運輸 桜田　公男

092230001445 ㈲佐々木商事 佐々木　哲雄

092230000270 ㈲佐々建運輸 木村　純子

092230001785 ㈱笹原商店 笹原　克彦



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000363 ㈲佐藤運輸 佐藤　秀一

092230001425 ㈲佐藤建材運輸 佐藤　忠義

092230000281 ㈲佐藤トラック 佐藤　さち子

094440000226 ㈱三協運輸サービス　石巻営業所 小島　勝己

092230000293 ㈲三興運輸 末永　光男

092230000295 ㈱三條商事 三條　友治

092230001847 ㈱サンユー 佐々木　清志

092230000308 ㈱サンワテック 三浦　輝夫

092230000326 重吉興業㈱ 山内　ひろみ

092230001475 ㈲シゲン商運 藤村　宏司

092230000331 正和丸水産輸送㈱ 三浦　紀子

092230000338 ㈲真栄運輸 佐々木　栄一

092230001488 伸栄興業 髙橋　伸一

092230000341 ㈲新光運送 木村　武司

092230000349 新東運輸㈱ 新田　秀
シュウ

悦
エツ

092230001147 ㈲信陽 千葉　哲哉

092230000366 ㈲スズユー商運 鈴木　栄一

094440001757 セイホク物流㈱ 鈴木　研

092230001008 ㈲誠和重機 阿部　誠司郎

092230000382 セブンライン㈱ 赤沼　篤

092230001743 総武興産㈱ 武山　浩

092230001199 ㈲大士運輸 菊田　浩

092230000982 大正建設㈱ 大槻　昌克

092230001344 ㈲タイドー物流 高橋　直文

092230000923 ㈱大明組 瀬上　保幸



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001309 ㈲タカセ運輸 伊藤　玲

092230000473 ㈲高梨組建設運輸 髙梨　春江

092230000475 ㈲高橋運送 高橋　昇市

092230001342 ㈲髙橋興業 髙橋　君夫

092230001215 髙橋土建㈱ 髙橋　信之

092230001491 ㈲拓美運送 黒須　拓

092230001366 ㈲武山商運 武山　孝好

092230000488 ㈲立石建設運輸 阿部　つね子

092230001831 ㈲千葉岩材工業 千葉　武一

092230001129 ㈲東栄工業 松浦　朋浩

094460004680 東海運輸㈱　石巻営業所 小松　優喜

092230000837 ㈲桃神運送 鈴木　謙次郎

092230000528 同心興業㈱ 吉田　智洋

092230001683 ㈱東部環境 工藤　豊和

092220001170 東北西濃運輸㈱ 阿部　進太郎

095570000850 東洋陸運㈱　東北営業所 大野　誠

092240000453 遠野運送㈱　石巻営業所 中野　光

092230001669 トミー・トランスポーター㈱ 千葉　博義

092230000593 ㈱豊浦建設運輸 豊浦　和明

092230000597 トランスポート宮城㈱ 兵頭　虎徹

092230000620 ㈱南光物流サポート 佐々木　宏一

092230000348 ㈱新妻産業 新妻　輝子

094460005096 日本通運㈱　仙北支店 朝倉　和紀

092230000638 ㈲橋浦運送 武田　敏雄

092230000644 ㈲馬場建運送 馬場　勇人



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001119 ㈲針生組 針生　房子

092230001690 東日本エス物流㈱ 佐藤　仁

092230001709 ㈱ヒラマ 平間　正勝

092230000975 ㈲フジイ 藤井　智

092230001583 ㈱ブライト 木村　久美

092230001813 ㈱ベストワーク 高橋　明

092230000094 蛇田小型運送 遠藤　洋一

092230001009 ㈱宝栄建設 堀野　正芳

092230000721 ㈲マルア運輸　石巻営業所 阿部　貴宏

092230000732 ㈲マルエ運送 遠藤　英一

092230001828 ㈲マルカメ自動車工業 亀山　安雄

092230000734 ㈲丸紀運輸 尾形　一典

092230000745 ㈲丸昭運輸 渡辺　央美
てるみ

092230000750 まるせい商運㈱ 佐藤　清次

092230000752 ㈲丸千運輸 川村　康信

092230001233 丸高運送 阿部　清隆

092230000756 ㈲丸伝運輸 後藤　嘉則

092230000757 ㈲丸時澁谷 澁谷　直人

092230000760 丸友トラック企業組合 武山　貞

092230001605 まるびし㈱ 早川　厚子

092230000770 ㈲丸菱商事 早川　厚子

092230000773 ㈲マルフジ運輸 遠藤　一恵

092230000774 ㈲丸巳運輸 石川　正一

092230000779 ㈲マルヨ運輸 阿部　喜美

092230000786 ㈲三河運輸 千葉　榮一



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001731 ㈱湊クレーン工業 鈴木　正聡

092230000799 宮城エキスプレス㈱ 宇都宮　博行

092230001910 ㈱三吉
み よ し

平塚　和也

092230000484 ㈱武蔵興業 武山　隼人

092230001571 ㈲茂木産業 茂木　健

092230000491 ㈲谷川運送 大場　冨士男

092230000851 ㈲ヤマイ運輸 伊藤　忠文

092230001041 ㈲山喜建材 阿部　健治

092230000853 ㈲山口運送 佐々木　強

092230001639 ヤマショウ物流㈱ 丹野　吉晴

092230001518 山大商事 佐藤　昻徳
たかのり

092230001890 ユーコー商事㈱ 八木　勇孝

092230001191 ㈲横山商事 横山　源一

092230000835 ㈲由国 鈴木　清隆

092230000662 菱友貨物㈱ 宍戸　真友

092230001234 ㈱ワークス 小林　悟

092230000909 渡波運輸㈱ 鈴木　秀彦

092230000676 カメイ物流サービス㈱　石巻営業所 武田　信裕

092230000314 塩釜陸運㈱　石巻営業所 蒔田　信一

092230000578 東北陸運㈱　石巻営業所 千葉　昭治



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

095560001620 アキタ㈱　宮城営業所 渡辺　通明

092230000602 あぐり商事㈲ 佐々木　勝博

092230001898 旭興業㈱ 浅野　新一

092230000035 ㈲荒谷商会 荒谷　久之

094470000007 ㈱アルプス物流　古川営業所 佐藤　和徳

092230000041 ㈲石田建材 石田　伸治

092230000061 稲葉運送㈲ 亀井　秀義

092230000066 ㈲岩崎商事運輸 岩崎　尉二

092230000082 ㈱エスエスシー 阿部　紀子

092230001332 ㈱遠藤店 遠藤　克広

092230000099 ㈲大崎運輸 高橋　健一

092230000981 岡村建設㈲ 岡村　久一

092230000114 ㈲沖田建材 沖田　精志

092230000123 小野田運輸倉庫㈱ 加藤　友光

092230001870 下越仙台陸送㈱　美里営業所 相澤　勇栄

096630001052 カトーレック㈱　仙台北営業所 佐々木　徹

092230000148 ㈱かの運輸 鹿野　敏秋

092230001243 ㈲かぶくり運送 伊藤　仁一

092230001685 ㈱鎌田建材 鎌田　吉則

092230000154 ㈲加美小型運送 佐々木　勇雄

092230000944 加美商事㈲ 堀越　圭

092230000174 ㈱北宮城運輸 佐々木　利彦

092230000178 ㈲共栄運輸商事 須田　秀男

092230000502 ㈱グランツ 江種　雅彦

092230001237 ㈲栗原陸運 片寄　長

大 崎 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000207 ㈲顕睦商生 富士原　覇生

092230000208 ㈲県酪運送 髙橋　武彦

092230000217 ㈲小牛田運輸 齋藤　義勝

095510000031 ㈱此川運輸　宮城営業所 小島　克見

094440000135 ㈱小林運輸 小林　昭男

092230000237 ㈲駒井運輸 駒井　正則

092230000239 小宮運送㈱ 加藤　正義

092230001859 ㈱佐々木建材 佐々木　勝

092230000249 ㈲斉藤運輸商事 齋藤　貴義

092230001426 ㈲皐月陸運 門脇　雅也

092230000289 ㈱三協建設 佐々木　司

092230000292 ㈲三興運輸 小野　龍光

092230001686 ㈱三石運輸 三浦　広行

094440000238 ㈱篠崎運送倉庫　東北営業所 篠﨑　晃市

092230001913 ジャパンカーレスキュー㈱ 五島　啓太

092230000511 ㈲菅原建材 菅原　良雄

092230001118 ㈲菅原興業 菅原　文博

092230001061 菅原商事運輸㈲ 菅原　伸

092230000361 ㈱鈴吉運輸 鈴木　吉宏

094470001684 世新建設運輸㈱ 菊名　俊宏

092230000377 セイタイ運輸㈱ 鈴木　寿郎

092230000869 ㈱セイワサービス 菊谷　正義

092230000455 ㈱大昇物流 和野　裕一

092230001624 ダイショウ・ロジ㈱ 和野　由一

096630002792 大和物流㈱　古川支店 佐藤　義晃

092230000468 ㈲高泉産業 高泉　彰



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000482 ㈱竹の内運送 紺野　義友

092230000486 ㈲田尻軽急送 笠松　幸光

092230001827 ㈲千田清掃 千田　信良

092230001506 ㈱中條重機 中條　宗男

092230000445
㈱デイライン　チルド事業部　みちのく物流セン
ター

藤原　久士

092230001797 ㈲東光自動車 加藤　慶治

092230001476 トゥーホームサービス㈲ 高橋　正博

092230001117 ㈲東北ディワイ運輸 石川　慶一郎

092230000516 ㈲トーセイ運輸 三浦　春夫

092230000614 ㈲中嶋建設 但馬　正美

092230000621 ㈱南里運送 南里　圭介

094460005096 日本通運㈱　仙北支店　古川営業所 郷右近　幸夫

092230000695 箟岳運輸㈱ 伊藤　德雄

092230001029 ㈲幡谷運送 大森　清孝

092230000198 ピーシートランス㈱ 佐々木　伸一

092230000870 東日本ウェブ㈲ 山本　章彦

095550002174 ㈱ヒラマツ　仙台営業所 平松　知博

092230000670 ㈱ファーストコーポレーション 遠藤　勝浩

092230000689 古川貨物㈱ 千葉　孝男

093320000180 ベア・ロジコ㈱　宮城営業所 田宮　明浩

092230000173 ㈲北辰運輸 阿部　正志

094460006644 ホンダ部品販売㈱　宮城営業所 小島　洋一

092230000718 ㈲松山運輸 伊藤　正彦

092230000726 丸一運送㈱ 堀籠　世哉

092230000728 ㈲マルウ運輸 高橋　三郎

092230000758 ㈲マルケン商運 片倉　康宏



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001078 ㈱丸サ工業 佐藤　昭彦

092230000974 ㈲丸千運送 井上　知治

092230001620 ㈲美咲 二階堂　裕二

092230000881 ㈱みやぎの運送 芳村　宏

092230000299 三八五トラフィック㈱ 髙橋　信夫

091110001080 ㈲睦建設運輸　仙北営業所 内村　伸也

092230000822 むつみ輸送㈱ 及川　忠洋

092230000824 ㈲村田商運 村田　義和

092230000641 ㈲八幡運送 八幡　武司

092230000859 ㈲山孝輸送 相澤　洋子

092230001849 ㈱夢絆 猪股　忠一

092230001418 ㈲ラインアップ 鈴木　秀昭

092230000886 陸東運輸㈱ 石川　実

092230001169 ㈱渡邊建材 渡邊　和也

大崎トラック事業協同組合 堀籠　世哉
と し や

092230000153 加美貨物自動車運送㈲　中新田営業所 鈴木　高明

092230000676 カメイ物流サービス㈱　古川営業所 髙橋　克彦

094430000415 関東運輸㈱　色麻営業所 工藤　隆裕

092230000328 ㈱庄子運送　仙北営業所 大平　幸広

096630001121
センコー㈱　東北主管支店　東北住宅物流セン
ター

甲斐　義智

092230000398 センコン物流㈱　古川営業所 真野　英哲

092230001603 ロジトライ東北㈱　古川事業所 佐藤　俊明



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

094470000180 ㈱暁運輸　仙台営業所 佐々木　暢彦

092230001480 ㈲浅野土建 浅野　幸子

092230000022 ㈲旭運送 鹿野　宏康

092230000530 伊藤トラック㈲ 伊藤　治

092230001519 ㈲岩井運送 岩井　雄一

094450002511 上野輸送㈱　塩釜営業所 栁川　岳

092230001897 ㈱ウォータープランニング 早坂　幸治

092230001627 ㈱Ｆ・Ｃライン 蒔田　真佐三

092220000702 ㈲エムロード 三浦　幸喜

092230000108 ㈱岡崎運輸 住家
スミカ

　文浩
フミヒロ

092230001727 ㈱カネヒロ 古川　浩司

092230000676 カメイ物流サービス㈱　多賀城営業所 遠藤　良一

092230001500 ㈲期成運輸 髙橋　渉

096630004526 ㈱キョードーカーゴ　仙台営業所 水野　和則

092230001102 草刈建設㈱ 草刈　賢太郎

092230001634 ㈱熊谷商事運輸 熊谷　新一

092230000193 ㈲黒潮重機興業 菅原　隆太

094460003290 高運送㈱ 河津　博文

092230000793 港運輸送㈱ 山本　照雄

092230001768 ㈱ＫＯＵＳＹＵＮ 髙橋　俊明

092230000231 ㈱互興運送 沼田　克也

094410001972 ㈲小堀商事 小堀　智由

092230001864 ㈱サクライＬＩＮＥ
ら い ん

櫻井　誠

092230001777 三陸運輸㈱ 丹野　光明

092230000305 三陸輸送㈱ 畠山　正

塩 釜 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000311 塩竈港運㈱ 徳永　政男

092230000954 塩竈倉庫㈱ 田代　諄

092230000312 塩釜トラック㈱ 及川　美千子

092230000313 ㈲塩釜マルセ運送 丹　勉

092230000314 塩釜陸運㈱ 浅田　晋一

092240001201 ㈱城南物流 蓬田　正美

092230001291 ㈱昇竜運輸 佐野　勝

092230001229 伸栄工業㈱ 鈴木　正勝

092230001482 ㈱鈴木産業 鈴木　雅晴

092210003189
㈱ゼロ・プラス東日本　仙台カスタマーサービス
センター

伊藤　靖浩

092230000429 仙台臨海通運㈱ 石崎　利夫

091140000223 大北運輸㈱　仙台営業所 加藤　千博

092230000472 多賀城交通㈱ 木下　正三

092230000498 ㈱千葉重機 千葉　昌昭

092230001735 ㈱Ｔ－トランスポート 高橋　行好

092230000509 ㈲テー・エム物流 菅原　弘志

092230000514 天神運輸倉庫㈱ 加藤　憲司

094440003526 ㈱天佑 大宮　啓治

092230000523 東奥陸送㈱ 杉田　忠敬

092230001254 ㈱東邦輸送 菅原　通

092230000549 ㈱東北三光 佐藤　樹世三

092230000552 東北自動車輸送㈱ 針生　謙一郎

092210000320 ㈲東北豊栄輸送 和山　信昭

092230000572 東北マルハ運輸㈱ 橋本　庸輔

092230000578 東北陸運㈱ 小松　重幸



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000570 東北菱倉運輸㈱ 縣
アガタ

　敏郎
トシオ

094470000325 ㈱東洋陸送社　仙台営業所 鎌田　利通

094470005622 ㈱トーア物流　塩釜営業所 大串　靖和

092230001469 ㈱豊島 坂本　晃久

095560000991 トヨタ輸送㈱　仙台営業所 原田　洋孝

092230001355 ㈲トランスポートサービス 深堀　進二

092230000608 中の島運輸㈱ 小茄子川　トミ子

094450002626 日本アルコール物流㈱　仙台営業所 土井　康弘

095550002174 ㈱ヒラマツ　多賀城営業所 平松　知博

092240000974 福島県北運輸㈱　仙台支店 佐藤　浩二

092230001610 ㈱藤 佐藤　博

095560000095 ㈱フジトランスライナー　仙台営業所 牟田　一政

092230001242 ㈱藤原清掃 藤原　胞治

092230001821 船引運輸㈱　七ヶ浜営業所 三浦　文雄

094430000782 ホクブトランスポート㈱　仙台支店 工藤　幸文

092230001071 ㈲松島商会 遠藤　吉三

092230000723 丸伊運送㈱ 伊勢　長治

092230001787 ㈱丸永水産 早坂　充永

092230001714 マルサン流通㈱ 渡邉　三夫

094460002820 ㈱マルノウチ　東北営業所 青木　信幸

092230000767 マルハマ運輸㈱ 佐藤　正夫

092230000778 ㈱丸山運送 三浦　一夫

092230001765 ㈱美琴建設 三塚　輝夫

092230000807 宮城光和運輸㈱ 佐藤　正三

092230001653 門馬商運㈱ 門馬　正人

092230000843 門馬商事㈱ 門馬　勇人
はやと　



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000972 ヤマヤ産業㈱　本社営業所 佐藤　栄寿

092230001741 ㈱ロイヤルネット 高橋　左和治

092230000999 ㈱若商 若生　弘美

092230000901 ㈱和孝運輸 馬場　学

092230000904 ㈲渡邊運送 渡邊　一夫

092230000049 石巻みなと商運㈱　仙台営業所 中村　薫

092230000676 カメイ物流サービス㈱　仙台営業所 目黒　直人

塩釜運送事業協同組合 沼田　克也

092230000314 塩釜陸運㈱　仙台港営業所 根本　政俊

092230000314 塩釜陸運㈱　新富営業所 上野　裕

096630002792 大和物流㈱　仙台営業所 酒井　正博

092230000933 ㈱あさひ運輸商事 佐々木　助敏

092230000030 ㈲阿部運送 佐々木　清子

099910000210 飯盛運輸㈱　気仙沼営業所 上田　浩和

092230000995 ㈱イシケン 石川　久

092230000051 ㈲石森運送 菅原　修

092230000059 ㈲イトウ建材 伊藤　信市

092230000075 ㈲歌津運送 及川　直和

092230000079 ㈲栄進運輸 及川　栄

092240000543 ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱　迫営業所 三浦　悟

092230001024 ㈲及川建材 及川　七郎

092230000102 ㈲大土運輸 佐々木　広行

092230001034 オックスライン㈱ 大槻　政子

092230001014 ㈲小野寺運送 小野寺　敏

092230001304 ㈲小野寺土建 小野寺　忠雄

登 米 本 吉 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000157 ㈲狩野商事運輸　本社営業所 狩野　善幸

092230001257 ㈲亀川建材運輸 亀川　修

092230001088 ㈲菊地林産 菊地　大地

092230000169 ㈲北上運送 伊藤　明彦

092230001508 ㈲ケイ・ティ・ワイ商事 千葉　栄治

092230000234 ㈱後藤商運 後藤　祐二

092230001395 ㈲ササキ運送 佐々木　真

092230000284 ㈲沢田運輸 西城　金一

092230000343 ㈲振興運輸 千葉　武義

092230000355 ㈲親和建設 大久保　謙司

092230001125 ㈲菅原建材興業 菅原　信夫

092230000372 ㈱清建 小野寺　憲幸

092230000373 ㈲清建物流 佐々木　健治

092230000496 千哲運輸㈲ 千葉　昌利

092230000441 ㈱仙北貨物運送 高橋　宏志

094460004268 ㈱第一運輸 矢嶋　幸夫

092230000448 ㈱大一物流 堀内　隆道

092230000474 高野企業㈱ 髙野　剛

092230000483 ㈲竹花運送 伊藤　久義

092230000538 ㈱東北エムライン 門田　秀樹

092230000186 ㈲東北物流サービス 渡邉　きみえ

092230000592 ㈲登米砂利店 佐々木　幸皓

092230000595 豊里運輸㈱ 佐々木　和幸

092230000063 豊里貨物運送㈱ 今井　和江

092230000599 ㈲鳥畑商事 鳥畑　俊行

092230001179 ㈱中田物流 千葉　健一



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000625 ㈱日進運輸建設 小出　智之

094440002479 日本鉄鋼物流㈱ 野本　和彦

092230001064 ㈲沼倉産業 沼倉　平喜

092230000636 ㈲迫運輸サービス 渡邉　勝広

092230000637 迫トラック㈱ 上野　寿夫

092230000920 ㈲聖運輸 青山　哲也

092230000730 ㈱ヒラバヤシ環境サービス 佐々木　教義

092230000671 ㈱深堀自動車 深堀　誠功

092230001303 ㈲福平産業 松浦　茂

092230000594 ㈲豊栄運輸 伊藤　力雄

092230001025 ㈲ホリ建材 堀　正人

092230000709 ㈲堀商 堀　健一

092230000720 ㈲真山運輸 真山　実

092230001023 ㈲丸政運輸 大場　政実

092230000763 ㈲マルニ運輸 二階堂　則夫

092230000764 ㈲マルニ興業 二階堂　東

092230001462 ㈲丸ヨ物産 阿部　新

092230000795 ㈲南方運送 菅原　均

092230001004 ㈲宮城共同物流 佐々木　隆

092230000820 ㈲宮北合同運送 鈴木　千賀子

092230001274 ㈱宮城ワールドエクスプレス 後藤　操

092230000797 宮石運輸㈱ 小野寺　賢二

092230001056 ㈲弥勒寺運輸 千葉　盛夫

092230001752 ㈱メディアオークラ 只野　圭祐

092230000836 桃生トラック企業組合 工藤　和男

092230000849 柳津運送㈱ 高橋　裕子



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001166 ㈲山内建材 山内　良義

092230000858 山田運送㈱ 山田　正

092230000860 ㈲ヤマチュウ商社 佐藤　正彦

092230000867 ㈲山藤運輸 佐藤　克哉

092230001060 ㈲結城建材 小野寺　勇記

092230001588 吉田運送 吉田　伸次

092230000882 ㈲米山運送 佐々木　京一

092230000508 ㈲ライジング 五安城
いなき

　いを子

092230001609 ㈲リサイクルセンター宮城 石川　和枝

092230001271 ㈲菱和産業 木村　浩昭

092230000942 ㈱渡栄運輸 渡邊　幸栄

092230001022 ㈲渡辺商事 渡邊　孝則

登米本吉運送事業協同組合 堀内　勝

092230000578 東北陸運㈱　志津川営業所 日髙　浩

092230000826 ㈱明仙運輸　迫営業所 小山　信一

092220000313 岩手県南運輸㈱　気仙沼営業所 志田　宏美

092230000074 ㈱臼眞倉庫 臼井　真人

092220001115 ＳＧ ＣＡＲＧＯ 炭
すみ

釜
がま

　晃次
こ う じ

095560000441 ㈲エヌ・オー通産　東北営業所 仙田　公宏

092230000073 ㈲亀甲運輸 渡邊　うめ子

092230000071 ㈲魚心会運送 佐藤　孝一

092230001590 ㈲熊谷建材 熊谷　貴洋

092230001695 Ｋ－Ｒｏａｄ 木下　浩二

092230000202 気仙沼小型運送㈱ 武山　和志

気 仙 沼 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000204 ㈱気仙沼陸運 千葉　秀夫

092230000967 ㈲気仙沼緑花サービス 小野寺　敦志

092230001796 小松商事㈱ 小松　勝

092230000260 ㈲相模産業 吉田　由男

092230001681 ㈱サンアイ 及川　冬男

092230001703 ㈱菅原工業 菅原　寛

092230001892 ㈱大安商事 吉田　文博

092230001737 ㈱千葉設計 千葉　英夫

092230001858 ㈱東西運送 尾形　修一

092240000713 東北王子運送㈱　気仙沼営業所 北林　良秋

092230000627 日通気仙沼運送㈱ 金野　和正

092230001361 ㈲花道 山田　道弘

092230001543 ㈱ハマナス 三浦　祐也

092230001793 フコク資材㈱　気仙沼営業所 鈴木　一夫

092230000711 ㈱マキノ運輸 牧野　正久

092230001839 ㈱ＭＡＸグループ 赤間　由典

092230000719 ㈲真鍋運輸 真鍋　真一

092230001579 ㈱丸本建設 村上　靖

092230000799 宮城エキスプレス㈱　気仙沼営業所 宇都宮　博行

092230001198 ㈱村上工業 村上　浩幸

092230001874 ムラコ㈱ 鈴木　隆浩

092230000833 ㈲本吉運送 畠山　秀人

092230000854 ㈲ヤマコ産業運輸 及川　のり子

092230001103 ㈱やまじゅう産業 小野寺　正智

092230000866 ㈲山西運送 菅原　洋光



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230001483 ㈲吉越組 吉越　宏一

092230001832 ㈱吉田建材 吉田　則一

092230001854 ㈲吉田建設工業 吉田　芳雄

092230000885 ㈲陸中運輸 小野寺　市朗

092230001280 ㈲ロードマスター 齋藤　江利

092230000900 ㈱ワコー 菅原　和幸

092230000676 カメイ物流サービス㈱　気仙沼営業所 内海　文二

092230000314 塩釜陸運㈱　気仙沼営業所 伊藤 浩喜

092230000448 ㈱大一物流　気仙沼営業所 佐藤　智教

092230000578 東北陸運㈱　気仙沼営業所 西城　伸也

092230001074 ㈲熱海産業 熱海　孝治

092230001597 一乗梱包運輸㈱ 片平　秀也

092230001767 ㈱永光重機工業 曽根　永行

094450002539 ㈱エスティサービス　宮城営業所 青木　和男

092230001499 ㈲大東物流 渡辺　悦郎

092230000125 ㈱小野良建設 小野寺　良隆

092210000407 釜渕運送㈲　宮城営業所 釜渕　嘉
よ し

与
と も

092230000146 金成運輸㈱ 中川　清希

092230000172 北仙台商運㈲ 遊佐　金博

092230000188 ㈲栗駒貨物運輸 栗原　太一

092230001809 ㈲佐々木商事 佐々木　輝男

092230001087 ㈲佐藤建材運送 佐藤　孝史

095540000397 昭和運輸㈱　宮城営業所 千葉　公夫

092230000334 ㈲白鳥運送 白鳥　晶幸

栗 原 支 部



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000319 ㈱志波姫運輸 鹿野　渉

094470001622 新光運輸㈱　東北営業所 木澤　宏

092230000357 菅原産業細倉運輸㈱ 菅原　肇
ただし

092230001173 ㈲清和建材 清和　桂

092230000471 ㈲高清水運送 渡邊　毅

092230000476 ㈲高橋運輸 高橋　芳人

092230000494 築館運輸㈱ 三浦　和彦

092230000495 築館貨物運送㈱ 曽根　栄

092230001614 ㈱野口重機 野口　賢一

092230001710 配達興産㈱ 高橋　敏満

095550001300 浜名東日本㈱ 島本　純

092230001861 ㈱東日本開発 鈴木　啓史

092230001105 ㈲久光組 久光　伸夫

092230001661 ㈱日之出運輸　北日本 佐藤　克

092230000699 北栄重機工業㈲ 徳能　和男

092230000921 ㈲松田建材 松田　繁夫

092230000731 ㈲丸栄商運 伊藤　榮一

092230000738 マルサ運輸㈱ 佐藤　裕之

092230000765 ㈲丸野運送 野村　正孝

092230000769 ㈱丸久組 久光　貴彦

092230000783 ㈲三浦運輸 三浦　和浩

092230000846 ㈱薬師運送 鈴木　一成

オール宮城運輸事業協同組合 佐々木　敏夫



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000894 アーバン㈱ 谷村　明信

092230000016 ㈱秋田屋 麻生　博文

092230000021 ㈱浅野屋 浅野　和夫

092230000045 ㈱石巻葬儀社 太田　政子

092230000055 ㈲市川葬儀社 市川　義行

092230000089 ㈱わたなべ葬儀社 渡邊　哲哉

092230000134 ㈲鹿島台葬祭 木村　善江

092230000142 ㈲かねこ 金子　隆史

092230000156 ㈱亀徳葬儀社 亀井　丈徳

092230000167 ㈱菊地葬儀社 菊地　一郎

092230000171 ㈱北川 北川　宏道

092230000579 ㈱くさかや 日下　覚実

092230000690 ㈱倉島本店 倉島　義彦

092230000228 ㈱国分や葬祭店 国分　慶

092230000241 ㈱ごんきや 佐藤　知樹

092230000245 ㈲今野花店 今野　耕治

092230000264 ㈲さくら運輸 福田　幸雄

092230000913 ㈲佐々木屋仏具店 佐々木　博

092230000280 ㈲佐藤葬儀社 佐藤　正一

092230000365 ㈲聖花園 鈴木　通永

092230000358 ㈱清月記 菅原　裕典

092230000383 ㈲ゼルコーバ平安 菊地　隼

092230000648 ㈱セレモニー吉岡 浅野　浩

092230001363 ㈲仙台ハース 江澤　弘美

092230001852 ㈱センティスト　仙台営業所 青木　隆一

霊　　柩



事業者番号（12桁） 名　　　　　称 代表者

092230000456 ㈱泰眞堂 今野　康平

092230000479 ㈱たかはし葬儀社 髙橋　建隆朗

092230001396 ㈱市民葬祭誠香社 熊谷　貞雄

092230001641 ㈲西谷葬祭総業 西谷　義弘

092230000634 ㈱白壽殿 菅原　宏和

092230000845 ㈱八善堂 片平　善弘

092230000684 ㈲フタバタクシー 及川　孝

092230000687 ㈱舟屋葬祭 吉田　明昇

092230000643 ㈲まつや 松谷　文明

092230000806 ㈲宮城県南霊柩 大友　浩幸

092230001921 ㈱森の典典舎 早坂　久美

092230000899 ㈱涌谷葬祭センタ― 佐藤　知樹

092230000903 ㈲渡源 渡辺　由之

宮城県霊柩自動車業組合 日下　覚実


