
運送会社　営業所一覧表 2020.11現在

※日祝日引取り不可の支店も御座います。　製品引取り日をお決めになる際に、支店へ営業日時のご確認をお願い致します。

北海道 10店舗 北海道 0店舗
札幌西支店 札幌市西区発寒15条14-4-1
札幌支店 札幌支店白石区川下2165-1
北見営業所 北見市東相内町937-1
旭川支店 旭川市永山北3条8-1-2 
小樽営業所 小樽市築港8-6
帯広営業所 河西郡室町芽室基線21-1
釧路営業所 釧路市星が浦南2-7-11
室蘭営業所 登別市大和町1-2-15
苫小牧支店 苫小牧市新明町1-1-11

函館支店 北斗市追分5-5-24

青森県 3店舗 青森県 2店舗

青森支店 青森市野内字菊川27-1 八戸支店 三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-639

弘前営業所 弘前市大字石川字中川原189 弘前支店 南津軽郡藤崎町大字藤崎字中豊田6-2

十和田荷扱所 十和田市伝法寺字大窪1-2(㈲まるた急行)

岩手県 2店舗 岩手県 2店舗

盛岡支店 盛岡市永井16地割3 盛岡支店 紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割507-9

水沢支店 奥州市水沢区卸町2-14 北上支店 北上市村崎野第21地割26-24(東北新潟運輸)

秋田県 5店舗 秋田県 3店舗

秋田支店 秋田市寺内神屋敷295-71 秋田支店 秋田市土崎港相染町浜ナシ山124-4

本荘荷扱所 由利本荘市石脇字山の神22-1 横手支店 横手市杉目字七日市1-13

横手荷扱所 横手市杉沢字中杉沢592-3(ヨコウン㈱) 大館支店 大館市櫃崎字大道下25

大館営業所 大館市釈迦内字桜下15

能代営業所 能代市扇田扇渕4-14（近物レックス㈱)

山形県 2店舗 山形県 4店舗

山形支店 山形市樋越55 酒田支店 酒田市大宮町2-5-1

庄内営業所 東田川郡三川町大字成田新田字前田元385 鶴岡支店 鶴岡市宝田1-9-51

山形支店 山形市千手堂230

米沢支店 米沢市窪田町窪田1304-2

宮城県 3店舗 宮城県 2店舗

仙台支店 仙台市宮城野区港2-1-7 仙台支店 仙台市宮城野区苦竹4-3-1(仙台ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)

仙台南支店 名取市高舘熊野堂余方上30(仙台南ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内) 仙台南支店 柴田郡柴田町大字下名生字上納192(東北新潟運輸)

古川営業所 大崎市三本木坂本字青山8

福島県 4店舗 福島県 6店舗

福島支店 福島市吉倉字竹の内11-1 郡山支店 郡山市喜久田町上追池48-1(郡山ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)

郡山支店 須賀川市滑川字池田200-4 福島支店 福島市飯坂町平野(福島ﾄﾗｯｸｽﾃｰｼｮﾝ内 帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ)

いわき支店 いわき市四倉町細谷字荒町13-1 いわき支店 いわき市平塩字古川97-1

白河荷扱所 西白河郡西郷村大字小田倉字太平527-1 会津若松支店 会津若松市高野町大字中沼字沼川沿17

白河支店 西白河郡西郷村大字小田倉字大平452-30

二本松営業所 二本松市中里47-1(丸や運送)

群馬県 5店舗 群馬県 2店舗

高崎支店 安中市板鼻16-1 高崎支店 高崎市元島名町字中子1229

前橋支店 前橋市飯土井町400-3

渋川支店 渋川市半田字西田1200-1

太田支店 太田市安良岡町218-1

下仁田支店 甘楽郡下仁田町馬山字王下3960-1

栃木県 4店舗 栃木県 1店舗

宇都宮支店 宇都宮市上欠町字高尾神890-7 宇都宮支店 下野市下古山2964-1

佐野支店 佐野市船津川町字岡田2300

小山支店 小山市大字横倉字遠上1196

大田原支店 大田原市上石上1743-1

茨城県 5店舗 茨城県 4店舗

水戸支店 那珂市後台3127-26 土浦支店 土浦市北神立町2-7(東京トラック運送)

土浦支店 土浦市大畑1693-1 水戸支店  ひたちなか市佐和1413-2(東京トラック運送)

日立支店 日立市神田町字久下沼後1371-1 鹿島支店 稲敷市西代421

北茨城支店 北茨城市磯原町豊田字稲干場1292-1 茨城古河支店 古河市上和田13-1

古河支店 古河市谷貝字下原567-1

埼玉県 12店舗 埼玉県 3店舗

大宮支店 さいたま市西区三橋6-813 熊谷支店 熊谷市大字中奈良1778-1

岩槻支店 さいたま市岩槻区長宮下谷中1210-1 狭山支店 狭山市大字根岸681-1

入間支店 入間市二本木1289-1 上尾支店 蓮田市大字根金字皿田728-5

越谷支店 越谷市流通団地1-4-2

和光支店 朝霞市大字浜崎字下谷102-1

熊谷支店 熊谷市玉井字平井通上30-3

本庄支店 本庄市大字鵜森字富士166-1

秩父営業所 秩父市大字黒谷字前原1099-1

久喜支店 久喜市菖蒲町台2448-1

川越支店 日高市大字大谷沢617

東松山支店 比企郡川島町大字北園部字江ノ島340-1

川越西支店 川越市大字池辺25-1

秋田県

西濃運輸店所案内 新潟運輸　店所案内

北海道

青森県

岩手県

埼玉県

山形県

宮城県

福島県

群馬県

栃木県

茨城県



東京都 12店舗 東京都 6店舗
東京支店 江東区新木場3-1-1(ｾｲﾉｰﾛｼﾞ・ﾄﾗﾝｽ新木場内) 東京支店 江東区新砂1-13-13
錦糸町支店 江東区毛利1-4-1 葛西支店 江戸川区臨海町4-3-1（葛西ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内 東京ﾄﾗｯｸ運送）

浅草支店 台東区今戸2-26-10 板橋支店 板橋区高島平6-1-1(板橋ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)
板橋支店 板橋区富士見町4-8 足立支店 足立区入谷6-1-1（足立ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内）
足立東支店 足立区入谷6-1-1(足立トラックターミナル内) 京浜支店 大田区平和島2-1-1(京浜ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)
足立支店 足立区入谷7-19-27 八王子支店 八王子市北野町581-19
世田谷支店 世田谷区八幡山2-6-1
京浜ﾀｰﾐﾅﾙ支店 大田区平和島2-1-1(京浜トラックターミナル内)
大森支店 大田区平和島5-5-31
八王子支店 八王子市石川町2968-9
八王子北支店 八王子市滝山町1-208-3

府中支店 府中市是政4-23

千葉県 8店舗 千葉県 2店舗

千葉支店 市原市五井金杉3-1 千葉支店 市原市八幡浦1-16

柏支店 柏市若白毛1128 柏支店 柏市船戸山高野514

松戸支店 松戸市南花島向町317-6

船橋支店 船橋市豊富町688

市川支店 市川市本行徳2554-17

木更津支店 袖ヶ浦市三箇972-1

佐倉支店 佐倉市直弥字前ヶ作673

成田支店 成田市南三里塚21-2

神奈川県 10店舗 神奈川県 4店舗

川崎支店 川崎市川崎区夜光3-2-3　ＤＰＬ川崎夜光3階 横浜鶴見支店 横浜市鶴見区上末吉3-5-2(東京トラック運送)

横浜支店 横浜市都筑区川向町982 横浜旭支店 横浜市旭区上川井町2201-1

横浜南支店 横浜市金沢区幸浦2-10-1 戸塚支店 横浜市戸塚区戸塚町2495-1(東京トラック運送)

鶴見支店 横浜市鶴見区生麦2-3-2 海老名支店 海老名市中野３丁目３番１号

座間支店 座間市東原2-15-6

厚木支店 愛甲郡愛川町中津4030

茅ヶ崎支店 茅ヶ崎市萩園2730

小田原支店 小田原市西大友122-2

相模原支店 相模原市橋本台2-11-30

新潟県 5店舗 新潟県 13店舗

三条支店 三条市帯織字丁号8383-1 新潟支店 新潟市西区流通センター6-1-1

新潟支店 新潟市西区山田2307-121 五泉支店 五泉市大字木越1749

上越支店 上越市上源入153-11 新発田支店 北蒲原郡聖籠町東港3-6240-42

糸魚川営業所 糸魚川市大字須沢字セト田2935 東港物流センター 北蒲原郡聖籠町東港3-170-6

長岡支店 長岡市新産東町36 中条支店 胎内市近江新214-13

三条支店 三条市大字金子新田丙625-7

パール金属営業所 三条市五明190(パールデリバリーセンター内)

燕支店 燕市物流センター4-5

長岡支店 長岡市片田町1048

六日町支店 南魚沼市美佐島175-1

柏崎支店 柏崎市大字上田尻山崎919-1

上越支店 上越市頸城区西福島575-4

山梨県 １店舗 山梨県 1店舗

甲府支店 中央市中楯867-1 甲府支店 甲斐市西八幡4106-1

富山県 ３店舗 富山県 2店舗

富山支店 富山市蜷川423-1 富山支店 富山市新屋60-1

高岡営業所 高岡市戸出栄町51-8 高岡支店 高岡市宝来町897

黒部営業所 黒部市若栗603

岐阜県 13店舗 岐阜県 1店舗

岐阜支店 岐阜市柳津町流通センター3-1-1 岐阜支店 羽島郡岐南町平成4-68（エスラインギフ）

大垣支店 大垣市東前5-7

岐阜東濃支店 土岐市下石町字西山304-912

美濃加茂支店 美濃加茂市深田町3-10-2

関支店 関市池田町2

郡上八幡営業所 郡上市八幡町稲成字カイツ田429-12

萩原営業所 下呂市萩原町上呂字ヨロノ2113-1

高山支店 高山市屋山田町1318-1

白鳥営業所 郡上市白鳥町中津屋字九十九421-1

各務原支店 各務原市鵜沼朝日町1-211-1

垂井荷扱所 不破郡垂井町宮代3070-1(垂井西濃集配㈱)

高須荷扱所 海津市海津町馬目370-1(西濃集配高須㈲)

ヨーロー荷扱所 養老郡養老町金屋382-1(ヨーロー西濃集配㈱)

長野県 7店舗 長野県 5店舗

長野支店 須坂市大字福島358-1 長野支店 長野市大字屋島3337-1

松本支店 東筑摩郡山形村8265 松本支店 松本市大字今井7253-2

上松営業所 木曽郡上松町小野2371 上田支店 東御市和字下平3616

上田支店 東御市加沢1428-1 諏訪支店 茅野市宮川1113-31

諏訪支店 諏訪市沖田町4-41 屋代営業所 千曲市粟佐1078-1(小川急送)

飯田支店 飯田市松尾明7560

伊那支店 上伊那郡南箕輪村字中ノ原9595-1

西濃運輸店所案内 新潟運輸　店所案内

東京都

千葉県

神奈川県

新潟県

山梨県

富山県

岐阜県

長野県



静岡県 9店舗 静岡県 6店舗

沼津支店 沼津市東椎路東荒385 静岡支店 藤枝市下当間351-1

富士支店 富士市富士岡750-1 沼津支店 裾野市水窪字竹下136-7

静岡支店 静岡市葵区薬師8-20 浜松支店 浜松市東区下石田町330-1

藤枝支店 藤枝市下当間665 掛川支店 掛川市薗ヶ谷655

袋井支店 袋井市堀越361 富士営業所 富士市青島字仏原前232(ヨシノロジコ)

浜松支店 浜松市東区松小池町203

金谷荷扱所 島田市金谷河原696-4

浜松西支店 浜松市東区半田山6-19-1

沼津東支店 駿東郡長泉町南一色556-1

愛知県 14店舗 愛知県 4店舗

豊橋支店 豊橋市神野新田町ヌノ割20 名古屋支店 名古屋市港区藤前5-401-2

豊川支店 豊川市本野ケ原3-85 春日井支店 春日井市上田楽町3034

岡崎支店 岡崎市大門1-4-8 豊川支店 豊川市桜町3-3-10

大府支店 大府市北崎町遠山200-1 安城支店 安城市北山崎町築地149-1

名古屋西支店 名古屋市中川区福川町2-1

名古屋支店 名古屋市中川区柳川町14-15

笠寺支店 名古屋市南区南野3-257

大曽根支店 名古屋市東区砂田橋5-10-10

枇杷島支店 名古屋市西区こも原町187

津島支店 津島市寺野町好土2

小牧支店 小牧市新小木1-92

一宮支店 一宮市今伊勢町馬寄字鯲池1

名古屋東支店 日進市浅田町美濃輪1-12

知多支店 知多郡阿久比町大字板山字東菱池131

石川県 3店舗 石川県 1店舗

金沢支店 白山市横江町980 金沢支店 野々市市徳用1-40

加賀支店 加賀市分校町カ180-1

能登営業所 かほく市高松丁33-8

福井県 3店舗 福井県 1店舗

福井支店 福井市林藤島町16-8 福井支店 福井市下六条町第39-1

武生営業所 越前市大手町8字北原1-17

敦賀営業所 敦賀市莇生野79号野中5-1

三重県 6店舗 三重県 1店舗

四日市支店 四日市市日永1-7-14 四日市支店 四日市市大字羽津戊字山之奥67-1

鈴鹿支店 鈴鹿市安塚町須田100

久居支店 津市久居中町774-2

津営業所 津市雲出本郷町1603-1

伊勢支店 伊勢市通町401

上野支店 伊賀市千歳下水81-1

滋賀県 5店舗 滋賀県 1店舗

彦根支店 彦根市東沼波町157 滋賀支店 蒲生郡竜王町大字薬師1169

滋賀支店 湖南市針266-1

大津支店 草津市南山田町字天野100-1

近江営業所 近江八幡市安土町石寺28

長浜支店 長浜市東上坂町198-7

京都府 4店舗 京都府 1店舗

京都支店 京都市南区東九条南石田町70 京都支店 京都市南区上鳥羽町田51

京都南支店 長岡京市神足字典薬1-7

亀岡営業所 亀岡市曽我部町穴太奥田17

舞鶴営業所 舞鶴市字上安1506

奈良県 1店舗 奈良県 0店舗

奈良支店 大和郡山市白土町65-1

和歌山県 1店舗 和歌山県 1店舗

和歌山支店 和歌山市祢宜1100 和歌山支店 和歌山市和佐中字下神戸161-1

大阪府 13店舗 大阪府 3店舗

茨木支店 茨木市藤の里1-4-8 大阪支店 東大阪市本庄東1-43(東大阪第2ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)

摂津支店 摂津市鳥飼上5-3-6 大阪南港支店 大阪市住之江区南港東4-10-108(大阪南港ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内)

豊中支店 豊中市名神口1-3-1 摂津支店 摂津市鳥飼上5-2-52(新大阪貨物流通ｾﾝﾀｰ内 大南運送)

大阪支店 大阪市西成区玉出西2-20-48

平野営業所 大阪市平野区平野馬場2-3-35

関目支店 大阪市城東区関目5-8-16

河内支店 東大阪市加納1-1-8

布施営業所 東大阪市寿町3-21-3

松原支店 松原市一津屋3-3-11

堺支店 堺市西区築港新町3-14-2

大東支店 大東市新田境町1-26

北大阪支店 茨木市宮島2-5-1(北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ第6棟)

大阪西支店 大阪市港区福崎2-1-1

三重県

西濃運輸店所案内 新潟運輸　店所案内

静岡県

愛知県

石川県

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

和歌山県

大阪府



兵庫県 8店舗 兵庫県 2店舗

尼崎支店 尼崎市道意町7-18 神戸支店 神戸市東灘区御影塚町3-4-7

神戸支店 神戸市東灘区向洋町東3-11 尼崎支店 尼崎市西向島町97

西神戸支店 神戸市長田区苅藻島町1-1

神明支店 神戸市西区神出町広谷字中通555-17

姫路支店 姫路市飾西748-7

加西支店 加西市繁昌町341

淡路営業所 洲本市桑間字下フケ421-1

福知山営業所 丹波市市島町下竹田字樽井4162-1

鳥取県 3店舗 鳥取県 2店舗

鳥取支店 鳥取市湖山町東3-40 鳥取支店 鳥取市千代水2-98(鳥取貨物運送)

倉吉営業所 東伯郡湯梨浜町田後389 米子支店 米子市祇園町2-28(鳥取貨物運送)

米子支店 米子市流通町430-2

岡山県 4店舗 岡山県 1店舗

岡山支店 岡山市南区大福130-1 岡山支店 岡山市中区倉富268-1(岡山ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ内 中国新潟運輸)

倉敷営業所 倉敷市中島825-1

備前営業所 備前市香登西11-1

津山営業所 津山市戸島926-3

広島県 7店舗 広島県 2店舗

広島支店 広島市中区光南5-1-43 広島支店 広島市西区草津港2-6-10(中国新潟運輸)

西広島支店 廿日市市木材港南8-18 呉営業所 呉市海岸1-9-22(中国新潟運輸)

福山支店 福山市御幸町大字森脇1263

三次営業所 三次市三次町1642-1

呉営業所 呉市広大新開1-2-44

尾道営業所 尾道市高須町字有江台2956-11

東広島営業所 東広島市西条町御薗字南龍王762-6

島根県 5店舗 島根県 0店舗

松江支店 松江市東出雲町出雲郷1637-1

出雲支店 出雲市稲岡町37

大田営業所 大田市鳥井町鳥越413-48

浜田支店 浜田市下府町327-33

益田営業所 益田市遠田町2251

山口県 6店舗 山口県 0店舗

宇部支店 宇部市大字妻崎開作字崎30-ろ

下関営業所 下関市長府扇町1-10

岩国営業所 岩国市飯田町1-2-1

山口支店 山口市大字下小鯖字瀬戸山2458-1

下松支店 下松市葉山1-819-8

柳井荷扱所 柳井市大字伊保庄5090-1(柳井海運㈱)

香川県 3店舗 香川県 0店舗

高松支店 高松市鶴市町80

坂出支店 坂出市江尻町字江尻新開483-51

三豊支店 観音寺市大野原町大野原3980

徳島県 1店舗 徳島県 0店舗

徳島支店 板野郡松茂町豊久字朝日野6-1

高知県 3店舗 高知県 0店舗

高知支店 南国市左右山字神楽田248

土佐営業所 土佐市蓮池字青木ヶ鼻2910-1

中村営業所 四万十市磯ノ川字龍ノ下507

愛媛県 5店舗 愛媛県 0店舗

松山支店 東温市上村甲980

今治支店 今治市高橋字向甲1390-1

新居浜営業所 西条市飯岡字杉の木1370

大洲営業所 大洲市阿蔵字スナダ甲990

宇和島営業所 宇和島市高串字上切3番地耕地789-1

福岡県 8店舗 福岡県 1店舗

福岡支店 福岡市博多区井相田1-1-56 福岡支店 糟屋郡粕屋町大字戸原784-1(中国新潟運輸)

福岡西支店 福岡市博多区東那珂3-7-58

大牟田営業所 大牟田市四山町80-80

筑後荷扱所 筑後市熊野98(㈲村田運輸)

福岡北支店 糟屋郡久山町大字山田2396-248

北九州支店 北九州市小倉北区西浜港町85-1

築豊営業所 鞍手郡小竹町大字南良津字六反田92番8

豊前営業所 豊前市大字八屋322-4

佐賀県 3店舗 佐賀県 0店舗

鳥栖支店 鳥栖市真木町字赤江1085

佐賀支店 佐賀市兵庫町大字渕1540-1

武雄支店 武雄市若木町大字川古9679-9

長崎県 3店舗 長崎県 0店舗

佐世保営業所 佐世保市田の浦町5-25

長崎支店 諌早市小川町724-14

長崎西営業所 西彼杵郡時津町左底郷字坂口1822

島根県

西濃運輸店所案内 新潟運輸　店所案内

兵庫県

鳥取県

岡山県

広島県

佐賀県

長崎県

山口県

香川県

徳島県

高知県

愛媛県

福岡県



熊本支店 3店舗 熊本県 0店舗
熊本支店 熊本市東区上南部2-1-105
八代営業所 八代市上片町字高取1624-1

熊本西濃本社 熊本市東区小山2-29-47

大分県 3店舗 大分県 0店舗

大分支店 大分市三佐1-2-12

大分営業所 大分市大字大佐2

中津本社 中津市大字田尻崎7-1

宮崎県 3店舗 宮崎県 0店舗

宮崎支店 宮崎市清武町大字船引字下ノ原1013-1

延岡営業所 延岡市舞野1444-1

都城支店 都城市丸谷町2351-27

鹿児島県 7店舗 鹿児島県 0店舗

鹿児島支店 鹿児島市南栄町3-7-1

加治木支店 姶良市加治木町小山田955-3

枕崎営業所 枕崎市白沢北町680

鹿屋営業所 鹿屋市永野田町750-22

志布志営業所 志布志市有明町野井倉7728

川内営業所 薩摩川内市永利町字宮脇4130-2

出水営業所 出水市神明町2667-3

沖縄県 2店舗 沖縄県 0店舗

宜野湾支店 宜野湾市大山7-8-8

名護営業所 名護市大西4-18-2

沖縄県

西濃運輸店所案内 新潟運輸　店所案内

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県


