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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

あわら市 株式会社北陸環境サービス　本社営業所 福井県あわら市東田中第９号３６番地 0776-74-2235

越前市 ミナトヤ運輸株式会社　本社営業所 福井県越前市岩内町第２４号２番地の５ 0778-27-2236

越前市 鈴江陸運株式会社　福井営業所 福井県越前市帆山町１４字中ノ町５－１ 0778-21-3320

越前市 レンゴーロジスティクス株式会社　福井営業所 福井県越前市瓜生町１８－１ 0778-24-2427

越前市 マルツ運輸株式会社　本社営業所 福井県越前市不老町８字峠ノ下１０ 0778-42-0888

越前市 光衛商事株式会社　本社営業所 福井県越前市山室町第４９－３ 0778-43-1120

越前市 北陸高圧ガス運輸株式会社　本社営業所 福井県越前市家久町２９字羅漢田１０－１ 0778-21-2166

越前市 福井車輌輸送株式会社　本社 福井県越前市家久町５４－１３－２ 0778-43-5444

越前市 織田運送株式会社　武生営業センター 福井県越前市北山町１１字２ 0778-24-5700

越前市 日本郵便株式会社　武生郵便局 福井県越前市中央１丁目１０－３０ 0778-22-0107

坂井市 白崎流通サポート株式会社　本社営業所 福井県坂井市丸岡町長畝７５字１番１号 0776-89-0777

坂井市 有限会社上田運送　本社営業所 福井県坂井市丸岡町千田１０－１６－２、１７－４ 0776-66-2664

坂井市 松岡満運輸株式会社　福井営業所 福井県坂井市丸岡町今福１０－７－２他８筆 0776-67-6171

坂井市 株式会社カケヒ　本社
福井県坂井市丸岡町上久米田２９字下轟１０番地乙、１

２番地３
0776-66-2668

坂井市 西濃北陸エキスプレス株式会社　福井営業所 福井県坂井市丸岡町舟寄１５８字法華坊７番３ 0776-67-5166

坂井市 濃飛西濃運輸株式会社　丸岡営業所 福井県坂井市丸岡町舟寄１５８字法華坊７－３ 0776-67-5166

坂井市 株式会社澤村商事　本社営業所 福井県坂井市三国町平山１３字高原１６番１ 0776-82-3303

坂井市 株式会社三国　本社 福井県坂井市三国町新保４０－６ 0776-81-3600

坂井市 株式会社ニヤクコーポレーション　中部支店三国事業所 福井県坂井市三国町山岸３３上往跨口割１１－１ 0776-82-1275

坂井市 福岡トランス株式会社　福井営業所 福井県坂井市三国町山岸４８字開田東割２０番２号 0776-97-5149

坂井市 野原商事有限会社　本社営業所 福井県坂井市春江町沖布目３７字７－５ 0776-51-2899

坂井市 美福運送有限会社　本社営業所
福井県坂井市春江町干歩寺３４字１番地４５，１番地４

６
0776-51-2407

坂井市 泉海商運株式会社　福井営業所 福井県坂井市坂井町御油田３９－４０１ 0776-97-5690

坂井市 カネキ運輸株式会社　福井営業所 福井県坂井市坂井町五本３８号１番 0776-67-1206

坂井市 株式会社ツカダ物流　本社営業所 福井県坂井市坂井町福島３１字５７－１ 0776-67-1880

坂井市
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　福井物流セン

ター

福井県坂井市坂井町大味５１字３１，福井県あわら市下

番７４字８
0776-72-1055

鯖江市 是則北陸運輸株式会社　鯖江営業所 福井県鯖江市鳥羽町４３字花立６番地１ 0778-52-5786

鯖江市 有限会社キンゾー運輸　本社営業所 福井県鯖江市鳥羽町１０７字４７ 0778-51-0061

鯖江市 大西運輸株式会社　福井営業所 福井県鯖江市神中町２丁目９１２番地 0778-53-2850
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鯖江市 サイト運輸株式会社　本社営業所 福井県鯖江市五郎丸町３１６ 0778-51-8357

鯖江市 セイブ運輸有限会社　本社営業所 福井県鯖江市当田町１３字下半田２番１８ 0778-62-2999

勝山市 株式会社ホクウン　奥越営業所 福井県勝山市上高島１２字１８－１ 0779-87-0700

小浜市 こどう運輸有限会社　本社営業所 福井県小浜市生守１３号石ノ元１５ 0770-56-2500

小浜市 小浜貨物自動車株式会社　小浜本社 福井県小浜市駅前町６－２ 0770-52-0872

小浜市 日本通運株式会社　小浜支店 福井県小浜市駅前町１９－３０ 0770-53-1050

敦賀市 日通トランスポート株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市高野３５号下石名田５番１ 0770-22-2851

敦賀市 トナミ運輸株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市羽織町１０－１ 0770-24-1441

敦賀市 敦賀海陸運輸株式会社　トラック長沢営業所 福井県敦賀市津内６３号上フケ３番地３ 0770-22-3141

敦賀市 ＳＳＫロイヤル株式会社　敦賀営業所
福井県敦賀市若葉町２丁目１１０３リッチハイム若葉１

０２号室
0770-23-0393

敦賀市 株式会社ホクウン　敦賀営業所 福井県敦賀市莇生野７４－１７－１ 0770-23-2225

敦賀市 セイノースーパーエクスプレス株式会社　敦賀営業所 福井県敦賀市莇生野７９号野中５－１ 0770-25-3356

敦賀市 眞和運送株式会社　本社営業所 福井県敦賀市沓見６４号白木９－３ 0770-23-2386

敦賀市 株式会社上組　重量エネルギー輸送事業本部敦賀事業所 福井県敦賀市沓見１５６号中田１１－１ 0770-22-9806

福井市 株式会社キョーフク　本社 福井県福井市八ツ島町３１－５０７ 0776-21-7766

福井市 株式会社エフライナー　本社営業所 福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地 0776-55-1795

福井市 株式会社エフワイ　本社営業所 福井県福井市川合鷲塚町５７字１番地 0776-55-1133

福井市 株式会社アイシー物流　福井営業所 福井県福井市寺前町第１８号１２番地 0776-53-3757

福井市 明里機材運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市高木中央二丁目３４１５番地 0776-53-3998

福井市 佐々木運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市高木中央１－１３０７ 0776-53-2888

福井市 ラニイ北陸牛乳運送株式会社　本社営業所 福井県福井市高木１－１１１０ 0776-54-3014

福井市 カネキ運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市玄正島町７字三角１６ 0776-54-7480

福井市 ラニイ福井貨物株式会社　福井主管支店
福井県福井市和田中町１１３字１番ほか１０筆、１１４

字１８番ほか１０筆
0776-54-3000

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井西支店 福井県福井市西開発３丁目５１６ 080-5451-6015

福井市 北陸明治運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市西開発２丁目３０３ 0776-54-7766

福井市 福井口運送株式会社　本社営業所 福井県福井市長本町１１０６ 0776-54-3178

福井市 市川運送有限会社　本社営業所 福井県福井市御幸４－１７０８ 0776-26-7777

福井市 船谷運送株式会社　船谷運送（株）営業所 福井県福井市白方町４３字１６－４ 0776-85-1514

福井市 有限会社輝和産業　本社営業所 福井県福井市山内町第９号２番地２ 0776-98-8755

福井市 有限会社山田土木　本社 福井県福井市加茂河原３丁目４０６番地 0776-35-5884

福井市 福井通運株式会社　本社営業所 福井県福井市花堂北１丁目１１－１５ 0776-36-0088

福井市 福井日通運輸株式会社　南福井営業所 福井県福井市花堂北１丁目１番３０ 0776-36-5561

福井市 日本通運株式会社　福井警送事業所 福井県福井市花堂北１－１２０１ 0776-33-0210
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福井市 福井郵便逓送株式会社　本社営業所 福井県福井市板垣４丁目４１１ 0776-36-3704

福井市 鳥居運送株式会社　福井営業所 福井県福井市大町供江１０８ 0776-35-2681

福井市 日本郵便輸送株式会社　福井 福井県福井市小稲津町１０１番１２ 0776-43-6967

福井市 福東運送有限会社　本社営業所 福井県福井市下莇生田町第２０－４ 0776-41-2910

福井市 新潟運輸株式会社　福井支店 福井県福井市下六条町３９字１番地２ 0776-41-3400

福井市 トナミ運輸株式会社　福井支店
福井県福井市今市町１１字東３００歩７－１（使用の本

拠証明時の地番表記は１１－７－１）
0776-38-6222

福井市 飛騨運輸株式会社　福井支店 福井県福井市浅水三ケ町５－５番１ 0776-38-4833

福井市 北陸齊川運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市大畑町６９号５－１ 0776-57-8100

福井市 プロフィットサポート株式会社　本社営業所 福井県福井市問屋町１丁目４１ 0776-97-6005

福井市 大阪北陸急配株式会社　福井営業所 福井県福井市問屋町４丁目６１０番地 0776-28-7147

福井市 だるま屋運輸株式会社　本社営業所 福井県福井市問屋町１丁目５４番地 0776-23-1511

福井市 株式会社ホクウン　福井支店 福井県福井市問屋町２－４ 0776-27-2740

福井市 ヤマト運輸株式会社　福井中支店 福井県福井市和田２－１３１６ 080-5451-6014

福井市 北陸綜合警備保障株式会社　福井営業所 福井県福井市成和１丁目１５０４ 0776-23-1306

福井市 有限会社天寿商事　本社営業所 福井県福井市成和２丁目１１２５番地 0776-89-1306

福井市 日本郵便株式会社　福井南郵便局 福井県福井市板垣４丁目２０１ 0776-33-8113

福井市 株式会社エコマスター　本社営業所 福井県福井市二日市町２０字堂之下１８番地、１９番地 0776-41-4370

吉田郡 株式会社Ｔａｔｅｉ　本社営業所 福井県吉田郡永平寺町飯島１１－２８ 0776-63-4000

三方郡 甲信越福山通運株式会社　敦賀営業所 福井県三方郡美浜町佐柿５８号５番１ 0770-32-0292

三方上中郡 三方運輸株式会社　本社営業所 福井県三方上中郡若狭町三十三団地１号三十三２番地１ 0770-45-2378

三方上中郡 株式会社若狭輸送　本社 福井県三方上中郡若狭町井ノ口１１号１番地１ 0770-62-0003

丹生郡 株式会社北都高速運輸倉庫福井　福井営業所 福井県丹生郡越前町東内郡二丁目１０４番地外２筆 0778-34-2556

丹生郡 高山運輸株式会社　本社営業所 福井県丹生郡越前町上川去３－４ 0778-34-1808

丹生郡 有限会社ニューチップ運送　本社営業所 福井県丹生郡越前町細野７５字８５番４ 0778-36-0900
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