
15. 運送、配達業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

合同会社 
サポートサービスオレンジ

医療、福祉業 
運送、配達業 
その他

"福祉～医療～コミュニティー＆防災"身近な
課題にリーズナブルにお手伝い！遠くの親戚
よりオレンジに！

https://support-orange.com 980-0003 仙台市青葉区小田原8-11-6-1305 070-6951-5616 022-774-1191

㈱ライフサポート・エガワ東北 運送、配達業 https://www.egw.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目３－１３ 022-258-6755 022-258-1122

ＪＦＥ物流㈱ 仙台物流センター 運送、配達業
ＪＦＥグループは、常に世界最高の技術をもっ
て社会に貢献します。

https://www.jfe-logistics.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目２４－７ 022-258-7581 022-258-7585

協和運輸倉庫㈱
運送、配達業 
その他

983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目６－１０ 022-237-7311 022-237-7341

近物レックス㈱ 東北支社 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目３－１ 022-232-1151 022-232-2180

佐川急便㈱ 南東北支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目５－３ 022-259-1112 022-259-2336

三陸運輸㈱ 仙台港事業所
運送、配達業 
その他

983-0001 仙台市宮城野区港四丁目９－６ 022-387-1720 022-387-1710

日鉄物流㈱ 仙台物流センター 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目２－１ 022-259-0711 022-258-7740

仙台港サイロ㈱ 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目８－２ 022-258-9111 022-258-9113

南東北福山通運㈱ 仙台中央支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目４－６ 022-259-2255 022-259-0895

㈱日立物流東日本　東北営業部
運送、配達業 
その他

983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目２－２８ 022-284-5431 022-236-8166

ホッコウ物流㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１５－６ 022-259-8011 022-387-1005

東北三八五流通㈱ 運送、配達業 http://www.miyago.co.jp 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町１－１０ 022-288-8280 022-288-8383

SBS三愛ロジスティクス㈱ 
物流センター宮城

運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目６－７ 022-208-7851 022-783-5421

苫小牧埠頭㈱ 港運事業部仙台支店
運送、配達業 
その他

総合物流機能でモノと人の未来をつなぐ！ https://www.tomafu.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１６－３ 022-387-2926 022-387-2941

㈱仙台ピアノサービス 運送、配達業 http://www.sendai-piano.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目４－１ 022-231-0367 022-231-0368

西濃運輸㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港二丁目１－７ 022-786-0611 022-786-0711

センコー㈱　東北主管支店 運送、配達業
ＩＴシステムと物流ノウハウをもとに質の高い
サービスを提供します。保管・輸送に関して是
非ご相談下さい！

983-0001
仙台市宮城野区港二丁目１番１１号 
仙台港ＰＤセンター内

022-387-2310 022-387-2315 ○

https://support-orange.com/
https://www.egw.co.jp/
https://www.jfe-logistics.co.jp/
http://www.miyago.co.jp/
https://www.tomafu.co.jp/
http://www.sendai-piano.jp/
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㈱エクシング　仙台営業所 運送、配達業 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町３－３ 022-288-8607 022-288-8608

今野運輸㈱ 運送、配達業 983-0002 仙台市宮城野区蒲生二丁目２－２３ 022-387-0830 022-387-0831

仙台港運送事業協同組合 運送、配達業 http://sendaiko-kumiai.jp 983-0001 仙台市宮城野区港三丁目３－４ 022-259-5977 022-259-5978

大金運輸㈱ 運送、配達業
長年の豊富な経験を生かし、より安全な輸送
を目指します！

https://www.daikin-unyu.com/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目４－４ 022-237-1351 022-237-1355

㈱エネックス　東北支店 運送、配達業
東北エリアを中心にタンクローリーで石油・天
然ガスの輸送を行っています。

https://www.enex-jot.co.jp/ 983-0002 仙台市宮城野区蒲生5丁目12-6 022-762-8789 022-762-8790

東日本ふそう陸送㈱ 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目６－１ 022-259-4512 022-259-2215

㈱丸運　仙台物流センター
運送、配達業 
その他

http://www.maruwn.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目７－２５ 022-237-0111 022-236-7011

山形陸上運送㈱ 仙台営業所 運送、配達業 https://www.yamariku.co.jp/ 983-0013 仙台市宮城野区中野五丁目５－２２ 022-254-1431 022-254-1430

澤田商事㈱
運送、配達業 
その他

仙台・宮城の物流や輸出入は私たちにお任せ
ください。倉庫業・貸切自動車運送業・３ＰＬ・
輸出入代行

984-0015 仙台市若林区卸町五丁目５番地の１ 022-235-9411 022-235-9415

仙台運送㈱　あけぼの倉庫 運送、配達業 http://www.sendaiunsou.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目４ 022-283-2334 022-283-1875

仙台団地倉庫協同組合
運送、配達業 
その他

http://www.danchisoko.or.jp/index.h
tml

984-0015 仙台市若林区卸町五丁目５－１ 022-235-5097 022-235-5057

仙台トラック事業協同組合
運送、配達業 
その他

https://www.sentora.net/ 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目２ 022-284-1718 022-239-5641 ○

日本通運㈱ 仙台支店 運送、配達業 https://www.nittsu.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東2丁目9-10 022-290-0747 022-782-8406

丸中倉庫運輸㈱
運送、配達業 
その他

984-0042 仙台市若林区大和町四丁目１０－１ 022-237-7421 022-237-7423

中央運輸㈱ 仙台出版物流センター 運送、配達業 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目５－１ 022-287-2277 022-287-3446

㈱ホームエネルギー東北
電気、ガス、水道業 
運送、配達業

984-0002 仙台市若林区卸町東四丁目２－８ 022-287-4521 022-287-4504

星自動車塗装工業㈱
運送、配達業 
その他

http://www.hoshi-j6.com/ 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町１４－３３ 022-288-6621 022-288-6269

武蔵貨物自動車㈱ 仙台支店 運送、配達業 984-0031 仙台市若林区六丁の目字南９８－２ 022-288-5525 022-287-2531

http://sendaiko-kumiai.jp/
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南東北福山通運㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目4-6 022-259-2926 022-259-3033

㈱コクヨロジテム　 
仙台配送センター

運送、配達業 982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田東１６ 022-245-6622 022-245-4797

宮城タクシー㈱
鉄道、自動車運輸等交通機関業 
運送、配達業

982-0033 仙台市太白区富沢西三丁目12-8 022-397-9851 022-397-9852

三菱電機ロジスティクス㈱　 
東北ロジスティクスセンター

運送、配達業 https://www.mdlogis.co.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通四丁目２－１ 022-378-5611 022-378-5615

㈱ヒューテックノオリン　東北支店
運送、配達業 
その他

981-3206 仙台市泉区明通三丁目２９ 022-378-4510 022-378-5477

㈱三浦組
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業 
運送、配達業

http://m-miuragumi.jp/ 981-3131 仙台市泉区七北田字東裏１１８－１ 022-372-5511 022-372-5466

㈱あいあーる葬祭部　平安祭典
その他 
運送、配達業

https://saiten.heian-sendai.co.jp 989-3121 仙台市青葉区郷六字舘１９ 022-226-1122 022-226-2147

ヤマリョー㈱ 愛子給油所 運送、配達業 989-3124 仙台市青葉区上愛子字街道４５－１ 022-392-3524 022-392-3846

日本郵便㈱　仙台北郵便局 運送、配達業 981-8799 仙台市青葉区台原三丁目１７－１０ 022-273-9511 022-274-1812

https://www.mdlogis.co.jp/
http://m-miuragumi.jp/
https://saiten.heian-sendai.co.jp/

