
宮城県営業所一覧 2011年3月23日現在

◇詳しくは、フリーダイヤル：0120-01-9625 にお問合せください。
　ご注意：携帯電話・PHS・IP電話からは各地域のサービスセンターまでお願いいたします。
◇下記一覧の各営業所のリンクをクリックすると、該当店所の地図を表示します。
　ご注意：地図に記載の営業時間は平常時のものとなっております。実際の営業時間は、ホームページ上の
　　　　　　『「宅急便」のサービス取り扱い状況について』内で、最新情報をご確認ください。

営業所名 住所 営業状況
センター
コード

石巻河南センター 石巻市 広淵字物見沢１１１－１ 営業中 013121

石巻門脇センター 石巻市 三ツ股２－６－５４ 閉店中 013010
石巻蛇田センター 石巻市 蛇田字下中埣３７－１ 閉店中 013012
石巻湊センター 石巻市 湊字筒場７５－４ 閉店中 013230
石巻雄勝センター 石巻市 雄勝町雄勝字船戸神明１４１番地２ 閉店中 013141
岩沼臨空センター 岩沼市 下野郷字中野馬場３４－５１ 閉店中 013461
岩出山センター 大崎市 岩出山東川原町１７－４ 営業中 013190
古川駅東センター 大崎市 古川駅東１－６－１４ 営業中 013030
古川小野センター 大崎市 古川小野字新羽黒３０５ 営業中 013032
宮城女川センター 牡鹿郡 女川町宮ヶ崎字宮ヶ崎４－７ 閉店中 013140
角田センター 角田市 梶賀字一里壇北２７０－２ 営業中 013370
宮城加美センター 加美郡 加美町城生字金成６４－１ 営業中 013191
築館センター 栗原市 築館城生野地蔵堂５５－１ 営業中 013080
宮城富谷センター 黒川郡 富谷町三の関字坂ノ下１０６－５ 営業中 013170
宮城吉岡センター 黒川郡 大和町吉岡東３－１－２０ 閉店中 013171
気仙沼田中前センター 気仙沼市 田中前２－１０－３ 閉店中 013020
塩釜新浜センター 塩竃市 新浜町２－２７－２ 営業中 013090
宮城柴田センター 柴田郡 柴田町大字中名生字佐野１９－１ 営業中 013050
白石センター 白石市 福岡深谷字三本松４１－２ 営業中 013380
仙台一番町１丁目センター 仙台市青葉区 一番町一丁目４－２８ 営業中 013620
仙台吉成センター 仙台市青葉区 芋沢字権現森山１３－３０ 営業中 013440
仙台八幡センター 仙台市青葉区 郷六字館６３ 営業中 013260
仙台愛子センター 仙台市青葉区 栗生６－１２－３ 営業中 013441
仙台五橋２丁目センター 仙台市青葉区 五橋２丁目８－１７五橋ドミトリー１Ｆ 営業中 013362
仙台上杉センター 仙台市青葉区 上杉１－１７－２０ 営業中 013333
仙台大町センター 仙台市青葉区 大町２－３－２２ 営業中 013290
仙台中央４丁目センター 仙台市青葉区 中央４－８－７ 営業中 013640
仙台二日町センター 仙台市青葉区 二日町６－２６ 営業中 013310
仙台本町１丁目センター 仙台市青葉区 本町１－１３－２５ 営業中 013670
仙台中央１丁目センター 仙台市青葉区 本町１－５－２８ 営業中 013660
仙台本町２丁目センター 仙台市青葉区 本町１丁目１１－２ 営業中 013680
仙台一番町３丁目センター 仙台市青葉区 茂庭字寺下５－６ 営業中 013361
仙台国分町センター 仙台市青葉区 立町１－２３ 営業中 013360
仙台市名坂センター 仙台市泉区 市名坂字沖１０２－１０ 営業中 013222
仙台将監センター 仙台市泉区 将監３－２－１８ 営業中 013221
仙台泉中央センター 仙台市泉区 泉中央３－２９－１ 営業中 013610
宮城主管支店 仙台市泉区 大沢三丁目１番地の３ 営業中 013000
仙台野村センター 仙台市泉区 野村字桂島東２－１ 営業中 013061
仙台八乙女センター 仙台市泉区 八乙女４－６－１ 閉店中 013060
仙台郡山センター 仙台市太白区 郡山字欠ノ上４－１ 営業中 013240
仙台太白センター 仙台市太白区 山田字田中前４７－２ 営業中 013450
仙台秋保センター 仙台市太白区 秋保町境野字上戸４４ 営業中 013180
仙台泉崎センター 仙台市太白区 泉崎２－２０－１４ 営業中 013210
仙台新田センター 仙台市宮城野区 燕沢東１－７－５ 営業中 013130
仙台岩切センター 仙台市宮城野区 岩切今市東２１３－１ 営業中 013250
仙台扇町１丁目センター 仙台市宮城野区 扇町７－４－２５ 営業中 013390
仙台萩野町センター 仙台市宮城野区 萩野町２－３－２ 営業中 013492
仙台榴岡３丁目センター 仙台市宮城野区 榴岡３－２－６ 営業中 013691
仙台榴岡４丁目センター 仙台市宮城野区 榴岡４－６－２ 営業中 013690
仙台中野センター 仙台市宮城野区 中野字田中１２１－１ 営業中 013254
仙台一本杉センター 仙台市若林区 一本杉町４－１５ 営業中 013102
仙台卸町センター 仙台市若林区 卸町４－５－１２ 営業中 013330
仙台上飯田センター 仙台市若林区 上飯田字天神４５ 営業中 013203
仙台大和町センター 仙台市若林区 大和町３－１－２ 営業中 013100
仙台六丁の目センター 仙台市若林区 六丁の目中町２－１ 営業中 013201
多賀城伝上山センター 多賀城市 伝上山１－１６－１２ 営業中 013150
宮城小牛田センター 遠田郡 美里町南小牛田字石神１２７ 営業中 013160
佐沼センター 登米市 迫町北方字舟橋前２６ 営業中 013040
登米センター 登米市 米山町桜岡大又５－１ 営業中 013042
仙台中田センター 名取市 高舘吉田字西窪田５－５ 営業中 013241
名取増田センター 名取市 増田字柳田３２９－２ 営業中 013071
岩沼中央センター 名取市 堀内字南１９７－１ 営業中 013460
宮城松島センター 宮城郡 松島町根廻字人筈２７－１ 営業中 013280
宮城志津川センター 本吉郡 南三陸町志津川沼田１５０－１５３ 閉店中 013470
宮城亘理センター 亘理郡 亘理町字中町東２１０－１ 営業中 013110

※印は、新しく営業開始した営業所
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